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ごあいさつ
東京工業大学 科学技術創成研究院 院長

益 一哉

本学は、「2030年を目処に世界のトップ10に入るリサーチユニバーシティ
に位置する」という大目標を掲げています。この実現に向け、絶えず教育研
究内容を見直すことが可能な柔軟な組織を構築するため、本年4月に教育研究
体制の大改革を行いました。
新体制では、 (1) 従来の学部・大学院を一体とする「学院」、(2) 学士課程
から博士後期課程までの教養教育を主導する「リベラルアーツ研究教育
院」、 (3) 革新的な科学や技術を開拓することを通じた新たな研究領域の創
出と、人類社会の課題解決・将来の産業基盤の育成を強く意識した世界トッ
プレベルの研究成果の創出を目指す「科学技術創成研究院」が設置されました。
プロフィール

科学技術創成研究院には、従来の研究所群とともに先進エネルギー国際研
究センター（ＡＥＳセンター）を初めとする複数の研究センター・研究ユ
ニットが置かれ、本来の大学の使命である自由な発想に基づく研究の推進は
もとより、国内外の産業界・大学・研究機関等との柔軟な連携を通じた共同
研究やオープンイノベーションを推進することになっています。

益 一哉（ます かずや）
東京工業大学科学技術創成研究院／院長／教授。
工学博士。
1977年東京工業大学工学部電子物理工学科卒業、
1982年同大学院博士課程修了。東北大学電気通信
研究所助手、助教授を経て、2000年東京工業大学
精密工学研究所教授。2005年統合研究院教授。

特に本学にとって極めて重要な分野の一つであるエネルギーに関しては、

2010年ソリューション研究機構教授。2011年異種

様々な研究機能が結集されています。それぞれの具体的なミッションや想定

機能集積研究センターセンター長。2014年東京工

する時間軸には違いがあるものの、真のイノベーションを創出し、成果の社

業大学精密工学研究所副所長。2016年4月より現

会実装を実現するためには、オープンイノベーションによる幅広い連携が必
須であることは言うまでもありません。

職。
電子情報通信学会エレクトロニクスソサイエ
ティ賞（2004年）、電子情報通信学会業績賞
（2013年）、電気学会業績賞（2014年）などを受

そのため、ＡＥＳセンターが先駆的に実現してきた産官学連携による研究
推進のスタイルを今後さらに強化展開することが求められております。オー
プンイノベーションの核として、ＡＥＳセンターの役割は、これまで以上に
重要になると確信しております。
本ニュースレターの読者の皆様には、これまでのＡＥＳセンターへのご理
解・ご協力に深く感謝申し上げますとともに、新たに科学技術創成研究院に
位置付けられたＡＥＳセンターの今後の研究活動への一層のご支援を賜りた
く、誌面を借りてお願い申し上げます。
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賞。応用物理学会（2009）、電気学会（2012）、
電子情報通信学会（2015）フェロー。応用物理学
会副会長（2014・2015）。
専門は、集積回路技術、異種機能集積技術とそ
の応用。ワイヤレスセンサネットワーク。
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本学の新たな教育研究体制
益院長の「ごあいさつ」にもありますように、ＡＥＳ
センターは、本年4月から科学技術創成研究院に位置づけ
られました。ＡＥＳセンターの運営その他は、基本的に
は従来通りであり、大きな変化はありませんが、ご参考
までに、本学の新たな教育研究体制についてご説明します。
教育面では、日本の大学で初めて、学部と大学院が統
一された学院が設置されました。これにより学士課程と
修士課程、修士課程と博士課程の教育カリキュラムが継

従来

改革後

ぎ目なく学修しやすくなるとともに、学年進行から達成
度進行に変わり、優秀な学生は、早期に次のステップに
進めます。早期卒業（短期修了）も可能です。
研究改革の中心は、科学技術創成研究院の設置です。
従来の研究に関る組織が再編成され、新たなミッション
を担う４つの研究所・２つの研究センターが設置され、
最先端研究を機動的に推進する10個の研究ユニットも置
かれます。
ＡＥＳセンターは、この研究センターの１つとして、
引き続き、低炭素社会の要となる再生可能エネルギーや
省エネを極限まで取り込んだ地域づくり「スマートコ
ミュニティー」の実現を目指して、本格的な次世代エネ
ルギーの基盤技術の開発・実証研究に協力企業や自治体
と共同で取り組んで参ります。

教育体系の改革

科学技術創成研究院
（http://www.titech.ac.jp/news/2016/033784.html）
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開催報告
AES主催
第23回イブニングセミナー
日時：2016年1月21日（木）
場所：大岡山キャンパス石川台6号館
講師：山梨県 エネルギー局 エネルギー政策課 課長
井出仁氏
議題：山梨県のエネルギーに関する取り組み
参加：20名
山梨県は、県内の消費電力をすべてクリーンエネル
ギー電力で賄う地産地消推進戦略の見直しを行い、2030
年に電力自給率70％を目指した「やまなしエネルギービ
ジョン（仮称）」の素案を取りまとめた。パブリックコ
メントを経て、2015年度内に策定する予定。エネルギー
関連では、今年4月から東京電力と電力供給ブランド
「やまなしパワー」を共同運営。企業に安く電力を供給
するべく、供給先の募集を行っている。また日照量日本
一の同県は、太陽光発電施設の適正導入ガイドラインを
作成。現在進められている調査（エネルギー面的利用、
スマート工業団地化）や実証事業（次世代フライホイー
ル蓄電システム）の紹介等も行った。
山梨県は新宿から鉄道で1時間半と都心に近く、果物
等の生産量も豊富だが、近年の人口減が著しいことが課
題という。理由としては県内に企業が少なく、都心に雇
用が流出していることが挙げられる。2027年のリニア中
央新幹線開業に伴い、企業を誘致し、人口減を食い止め
たいとしている。
参加者からは、再生可能エネルギーを組み合わせて電
力供給する事業の提案等が寄せられた。

さらに大量で効率的に水素を輸送できる技術として、有
機ハイドライドの開発を紹介した。
次に岡崎健特命教授（グローバル水素エネルギー研究
ユニット）が、水素社会の現状と、自身が立ち上げたグ
ローバル水素エネルギーコンソーシアム（GHEC）の紹
介等を行った。地球環境保全、エネルギー安全保障の観
点からも、水素は量的寄与が必須であることを強調。水
素が注目される今、将来の水素利用について総合的かつ
グローバルな視点からの技術検討が重要としてGHECを
設立、昨年11月にキックオフシンポジウムを開催した。
そのほか、座長を務める千葉県の水素利活用に関する研
究会の概要を紹介、今後のポテンシャルに期待を寄せ
た。今後、検討段階に入るという。
3番目の柏木孝夫センター長は、水素技術の政策対応
について講演した。自身が座長を務める水素・燃料電池戦
略協議会の中で、2030年までに商品化が終了すると計画し
ている燃料電池の技術開発や、コスト低減への取り組みが
示された。4月からの電力全面自由化を機会に、家庭用
燃料電池（エネファーム）の導入が進み、水素需要はさ
らに拡大するとしている。2020年の東京オリンピック・

第3回AESセミナー
日時：2016年1月25日（月）

パラリンピックをターゲットに、パラダイムシフトが起
こるとの見解を示した。

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：58名
AESの小田拓也特任教授が、AESセンター会員に送付し
ている2016年度の活動に関するアンケートへの協力依頼
等をした後、座長の小鑓隆史特任教授が司会進行した。
中村勉特任教授（ENEOS共同研究講座）は、製油所に
大規模水素製造設備や全国のSS網を所有していること
で、水素展開に大きな優位性を持つJXグループの取り組

第24回イブニングセミナー
日時：2016年3月2日（水）
場所：大岡山キャンパス石川台6号館
講師：大学院総合理工学研究科 石田忠助教
議題：マイクロ間隙で環境適応する微細藻類を用いた
バイオ燃料生産の可能性
参加：18名

みについて講演した。全国に水素ステーションを40箇所

研究は、人類が自らエネルギーを作ってエネルギーを

設置、高圧縮機や水素トレーラーを開発している。また、

消費しても環境汚染をしないという視点から、バイオ燃料
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に着目したものである。その特徴は、植物を原料に大規

特別講演として東工大の井村順一教授が、JST CREST

模施設で燃料化する際の非効率性や高コストを打開し、

の「太陽光発電予測に基づく調和型電力系統制御のため

高効率化と低コストを実現するために、微細藻類に着目

のシステム理論構築（HARPS）」について紹介。4月に

すると同時に、培養施設の小型化を目指してマイクロ流

企業をメンバーに入れた調査研究会を設立する予定で、

路デバイスを開発・用いるところにあるという。

AESとの連携も要望した。

現在ではシアノバクテリアを対象に、マイクロ間隙で

総括として、佐藤勲副学長・AES副センター長が「ビ

細胞分裂と肥大化を制御し、分裂に消費される光合成産

ジネスニーズと大学の技術を組み合わせた研究シーズを

物をバイオ燃料化するという実験を行っている。今後

結集したい」と結論づけ、会は終了した。

は、微細藻類をマイクロ空間で捕獲する精度の向上や環
境適応の向上、バイオ燃料放出の根拠となる事象の検証
等を行い、次のステップへと移行する。産学連携の可能
性も探っていく予定とした。

第35回研究推進委員会
日時：2016年3月10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120名
AES事務局から、今回のオブザーバー参加として、
オートモーティブエナジーサプライ㈱の紹介をした。同
社は2016年度の新規会員となる。
事務局連絡として小田拓也特任教授が、AESの新組織
体制（ソリューション研究機構から科学技術創成研究院
の傘下へ移行）紹介や2015年度アンケート結果等を報告

共催・協力・後援等

した。
対談「電力自由化・ガス自由化」では、まず経産省の

先進エネルギー自治体サミット2016〜強靭な地域エ

都築直史課長が、4月より施行される電力自由化につい

ネルギーシステムへ〜

て市場を相撲の土俵になぞらえ、土俵上のルールを守る

日時：2016年2月2日（火）

ための地盤つくりを行う立場で、さまざまな対応を紹介

場所：イイノホール&カンファレンスセンター

した。柏木孝夫センター長との対談では、託送料金の審

参加：1000名以上

査や既設機関との連携等、具体的な取り組みについて議

（一社）レジリエンスジャパン推進協議会主催、東工

論。柏木センター長は「デジタル化時代で日本の電力自

大AESセンター共催等で開催された。本イベントは、国

由化が進むことで、世界で先進的なエネルギー需給構造

土強靭化と地方創生は、国だけでなく地方自治体が主体

が実現する」とまとめた。

となって取り組むべきとの理念のもと、「住宅とレジリ

総合討論「電力自由化時代を勝ち取る」では東京電力

エンス」「次世代自動車による強靭なスマートコミュニ

㈱の佐々木正信マネージャー（付加価値を高めたエリア

ティ」自治体が取り組む「地域エネルギー」の事例紹介

拡大）、東京ガス㈱の笹山晋一部長（付加価値のワンス

等、多岐にわたるセッションが行われた。

トップサービス提供）、アストモスエネルギー㈱の石丸

中でも、柏木孝夫センター長が司会を務める「自治体

成男部長（LPガスの優位性を活かしたきめ細かいサービ

主導の地域エネルギー」トークセッションでは、総務省

ス）、㈱東急パワーサプライの村井健二社長（東急沿線

の猿渡知之審議官、経済産業省の藤木俊光省エネ・新エ

住民を対象にしたサービス展開）と各社の自由化戦略を

ネ部長、林野庁の牧元幸司林政部長、環境省の大村卓環

紹介し、森原淳特任教授、金谷年展特任教授、小鑓隆史

境計画課長がパネラーとして登壇。分散型エネルギーシ

特任教授が質問等を行った。MCリテールエナジー㈱松

ステム構築に向けた各省庁間のタスクフォースについて

永典生社長（三菱商事㈱兼任）は、コンビニのポイント

「エネルギー支援が地域循環の鍵となり、エネルギーイ

で電力料金価格を下げる「まちエネ」料金を紹介した。

ンフラへの設備投資に対する初期投資を関連省庁で推進
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していくことが第1歩となる」とし、そのために

東京工業大学

「地域での合意形成、熱の有効利用の高度化、緑の

〜産学連携の深化に向けて〜

雇用促進、グリーンファンドの創設等、各省庁の得

日時：2016年3月24日（木）

意分野を融合させると同時に、産官学による事業化

場所：大岡山キャンパス レクチャーシアター

への道筋をつけることが重要」と、一歩進んだ意見

産学連携推進本部シンポジウム

参加：約85名
産学連携推進本部が主催したシンポジウムに、AESセン

が出された。

ターの小田拓也特任教授が登壇した。
三島良直学長の開会挨拶の後、産学連携のあり方につ

GHECワークショップ（第1回）
日時：2016年2月16日（水）
場所：田町キャンパス
参加：45名

いて、文部科学省の政策担当者や東工大の教員らによる
それぞれの取り組み紹介と、パネルディスカッションを
行った。小田特任教授はAESの設立経緯等を紹介したほ
か、産学連携を社会貢献と捉え、大学主導の社会貢献を
多様化させる必要があるとした。

グローバル水素エネルギーコンソーシアム（GHEC、代

パネルでは、論文を通じて科学を発展させようとする

表：岡崎健特命教授）は、第１回ワークショップ（WS）

大学と、コア技術の情報流出を防ぎたい企業のさらなる

を開催した。梶川裕矢准教授の講演「革新的エネルギー

対話・情報交換が必要であり、「大学は企業に対して、

技術の社会実装に向けて」では、不確実性を伴う革新的

研究課題が持つビジョンやシナリオを積極的に提案すべ

技術の開発を評価・推進する場合に、客観性と創造性の

き」との意見が文科省より出された。

均整が重要である、とした。講演の後、事例を踏まえた

安藤真理事・副学長は、4月から始まる大学改革も含め

活発な意見交換を行った。WSの後には運営委員会を行

「本気で取り組まなければならない、重たい課題に挑戦

い、コンソーシアムの運営状況と今後の推進方針につい

したい」と強調し、会をまとめた。

て意見交換を行った。

AESの取り組みに関するアンケート結果
AESセンターでは2015年度の活動点検と、2016年度の

プラットフォーム活動に関する設問では、2015年度に

活動計画の検討を目的に、アンケートを実施しました。

開催した種々の会議の開催頻度や開催内容が概ね適切で

概要をご紹介します。

あることが確認されました。一方、E-mailによる定期配信
を行うメールサービスの認知度が低いという課題が明ら

1．実施概要
対象：企業会員および自治体会員
回答：Webページへの入力（匿名式）

かになりました。登録と修正は自由なので、ぜひご活用
ください。https://aes.ssr.titech.ac.jp/registration
自由記入欄では、プラットフォーム活動の活性化に留

期間：2016/1/19〜2/10

まらず、会員間の連携強化に対する期待が見られまし

回答：60件

た。一方、研究活動やプラットフォーム活動に関し、成
果の定量的な把握や、PDCA（Plan-do-check-act）の適

2．結果概要

用、などを推すコメントが得られました。

プロジェクト創生に関する取組方針について2点設問し
ました。1)「地域を核にした実証プロジェクトの支援」

3．2016年度に向けて

では、2015年度の活動を評価する声と共に、2016年度

自治体主導のプロジェクト支援を目的に、2016年度か

は参加自治体の数や情報提供の機会を更に拡大して行く

ら新たに、関連省庁の協力も得て「地域プロジェクト講

ことが期待されました。2)「研究者を核にした共同研究

演会」を開催します。また、AESセンターから研究課題を

プロジェクトの創生」では、エネルギー経済やエネル

提案することにも注力します。また、学内の複数の研究

ギーシステムに関する研究課題への期待が高いことが示

プロジェクトと連携を深め、研究と実証の双方を促進さ

されました。一方、研究プロジェクトの創出には慎重で

せたいと考えております。2016年度も、AESセンターを

した。大学から企業に、具体的な研究課題を提案してい

どうぞよろしくお願いいたします。

く必要があると考えられます。
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参加企業募集
発電機群の起動停止計画シミュレータの構築と解析
AESセンター
同

特任教授 小田 拓也
特任助教

三谷 崇

2015年度からAESの4共同研究講座（ENEOS、三菱商
事、NTTファシリティーズ、東京ガス）は、本課題に連
携して取組みました。
2016年度から上記テーマに新たに参加する企業を募集
します。
本テーマ推進の経緯と研究目的
再生可能エネルギー（RE）の利用拡大には、電力需要
の変動とREの供給変動の双方の需給をバランスさせなが
ら最も安価に発電するための、発電機の起動停止と負荷
を最適化するシミュレータが必要となります。ユニット

図1 本テーマが目指す社会像

コミットメント（UC）と呼ばれるこの課題は、従来から
電力会社などを中心として1週間程度の期間で検討されて
きました。現有機材の最適運用を求める目的には有用で
すが、将来の機器や制度の価値を検討する目的には充分
とは言えません。
AESセンター内で意見交換を行い、各共同研究講座の抱
える研究課題に関連性があることが明らかになったた
め、本研究テーマを共同で推進することになりました。
そこで、再生可能エネルギーの導入拡大時に懸念される
種々の課題（図1）を具体的な数値を用いて議論すること
を可能にするため、解析期間が1年間の、多様な機器や制
度を評価可能なシミュレータを構築することにしました。
進捗と今後の方向性
2015年度には、現在の発電機群を種々の工夫の上でモ
デル化し、基礎的なシミュレーションを可能にしました

図2 発電機別の年間平均稼働率（PV大量普及、原発40
年廃炉、LFC制約標準、2030年頃）

（図2）。本モデルの検証を兼ねて計111シナリオの感度
分析を行い、学会発表なども行いました。2016年度以降

説明会のご案内

も更に解析を重ねることで、新たな知見が得られると考
えています。
これに加えて2016年度は、実用化が期待される種々の

日時：5月9日（月） 16時〜
場所：東工大石川台6号館

「調整力」の価値とポテンシャルを解析可能とすること

要旨：第26回イブニングセミナーにて本シミュレータ

を目指した改良を行う予定です。想定される「調整力」

の狙いと現状に関する説明を行い、2016年度の参加

には、蓄電、水素製造・貯蔵、デマンドレスポンス、コー

企業を募集します。ご参加ください。

ジェネレーション等の技術や制度を想定しています。
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2016年度の活動概要
2016年度に開催されます、AESセンターの会議の各々

 地域プロジェクト講演会（2016年度新規）

の特徴や狙いをご紹介します。シンポジウムを除き、原

プロジェクト創生の加速化に向け、関係省庁の協力

則として会員と東工大教員が参加対象です。

を得ながら自治体が会員と情報交換を行い、現状の課

 シンポジウム

題解決を行っていきます。研究推進委員会と同時開催

センターの活動や研究課題などを広く周知すると共
に、社会ニーズをすくい上げる半日程度の会議。一般

します。
 研修会

に参加者を募集します。おおよそ1回/年開かれ、過去

学外の開発・実証・実用化の各段階にある先行事例

8回開催しました。新聞紙面による開催報告も行って

を会員と共に視察し、社会実装の推進に必要な課題を

います。

共有することを目指します。今年度は遠隔地（北海

 研究推進委員会

道）、近郊地（関東周辺）の開催を予定しています。

会員と教員の相互の連携を深めるために、情報交換
や活動方針に関する議論を行う半日程度の会議。参加

過去10回開催しました。
 イブニングセミナー

対象者は企業会員、自治体会員、関連教職員。今年度

学内外の研究者と会員の対話を通じて研究課題を発

は3回の開催を予定しています。過去35回開催しまし

掘することを目指しています。20人程度の人数で開催

た。

することにより、密度の高い議論を可能にしていま
す。これまで24回開催しました。

2016年度前期スケジュール
月

4

5

6

8

7

9

10

シンポジウム

●

研究推進委員会

20日

研修会
イブニングセミナー

●
10日

22日

9日

●

●

●
●：計画中

開催予定
 4月22日（金）に、第25回イブニングセミナーを開き

 5月20日（金）に、第36回研究推進委員会を開催します。

ます。㈱日建設計総合研究所の植野和彦取締役副所長

 6月10日（金）に、2016年度「北海道地区エネルギー

に、まちづくりの視点からスマートコミュニティ構築は

先端施設研修会」を開催します。今回は苫小牧CCS実

どうあるべきか、現状も踏まえてお話いただきます。

証試験の概要と、南早来変電所（安平町）を見学する

 5月9日（月）に、第26回イブニングセミナーを開きま

予定です。

す。発電機群の起動停止シミュレータ構築について参加
企業の募集を行っています。
発行：東京工業大学 科学技術創成研究院

本ニュースレターは、AESセンターの活動を学内外に

先進エネルギー国際研究センター（AESセンター）

幅広くご紹介し、関係各位との連携を深めるために、年

〒152-8550東京都目黒区大岡山2-12-1

4回発行しております。

Tel: 03-5734-3429

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。

Post No. I6-25

e-mail: aescenter@ssr.titech.ac.jp

ホームページ：http://aes.ssr.titech.ac.jp/
発行日

2016年4月1日
東京工業大学科学技術創成研究院

先進エネルギー国際研究センター
Advanced Energy Systems for Sustainability
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