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はじめに
前号で益 科学技術創成研究院長から紹介のあった通り、本学では、国際的水準で

の教育研究の実現を目指して、教育の仕組みとともに研究を推進する体制を大幅に

変革しました。先進エネルギー国際研究センター（AESセンター）が属する「科学

技術創成研究院」は、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

の創出とともに、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しており、本学が産業界や自治体をはじめと

する社会の皆様と連携しながら課題を解決に導く「ソリューション研究」に直接コ

ミットすることを明確にしています。

AESの強みはコーディネーション機能
本学におけるソリューション研究は、研究推進体制の改革以前から「ソリュー

ション研究機構」のもとで実施されてきました。その端緒となり、かつこれらの取

り組みの中で最も成功しているのがAESセンターであると自負しています。AESセン

ターは、単に共同研究や受託研究を実施する受け皿ではなく、産官民のメンバーか

ら社会課題や研究ニーズをお聞きし、学内の研究者の持つ研究シーズやアイディア

とのマッチングを図って新たな研究プロジェクトを創成するソリューション研究の

「コーディネーション・インキュベーションセンター」としての機能を持っていま

す。これがAESセンターを成功に導いた原動力であると思います。同様の機能は本

学では産学連携推進本部にも存在しますが、AESセンターでは、取り扱うフィール

ドが「低炭素社会の実現」と明確であるが故に、社会の皆様と学内の研究者が「膝

詰め」で議論しやすい雰囲気があります。それでも、こうした機能が産官学民連携

研究に必要とされるのは、大学の研究者（アカデミア）の意識が必ずしも社会課題の解

決に向かっていないためだろうと思います。

私自身、本センターで2つの共同研究部門（2016年4月より共同研究講座）に関

係させていただいていますし、これまでも本センターの共同研究部門を含め比較的

数多く産学連携研究を実施してきましたが、未だに戸惑うことがあります。それ

は、研究テーマの内容によるのではなく、産学連携研究と学術研究との進め方や

ペースの違いによるところが大きいように感じます。ソリューションの提示を目指

した産学連携研究は当然、明確な成果のイメージがあり、期間内にその達成に向け

て研究を進めていくことが求められますが、私を含め学術研究に慣れたアカデミア

にはどこかに「どう進んでいくか分からないから研究なのだ」という意識があり、

その不確実性を「楽しんでいる」きらいがあります。このミスマッチを解消するた

め、両者を橋渡しするコーディネーション機能が必要となりますが、AESセンター

の共同研究講座には、企業から派遣され学内のアカデミアとの交流を深めた多くの

特任教員がおり、産学連携研究と学術研究の違いや対処法を熟知しています。これ

が本センターの強みの一つであるといえます。
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大学と企業との戦略的協働
一方で、こうしたミスマッチが存在する状況は、産学

連携研究が盛んであるといわれる海外の大学においても

同様なようです。私も、役目柄、海外有力大学の組織運

営状況を調べたり、実際に現地へ赴いてヘッドクォー

ターの方々と意見交換をすることが多々ありますが、各

大学ともアカデミアに産学連携研究を志向させるために

さまざまな工夫をしている様子を見聞きしました。ソ

リューション研究を実現するためのコーディネーショ

ン・コンサルテーションを専門に行う「企業」を大学が

保有している例もあります。税制などの社会システムが

異なるので海外有力大学の取り組みをそのまま引き写す

ことはもちろんできませんが、本学を国際的水準での教

育研究拠点とするためには、こうした先進事例を参考に

しながら「次の一手」を打つ必要があるでしょう。事

実、本学執行部では現在、産学連携推進体制の抜本的改

革の検討を進めています。目標はすばり、産学連携研究

費総額の倍増です。そのために、組織面だけではなく、

コーディネーション機能を含めた産学連携推進のソフト

面も充実させていくことを計画しています。ただし、こ

うした計画の立案においても、「どう進んでいくか分か

らない」研究を楽しむ傾向の強いアカデミアとのマッチ

ングには配慮することが必要です。

これについては最近、英国Imperial College London

（ICL）のGann副学長らが面白いレポート を出していま

す。このレポートは、ICLの教育研究が生み出す社会的イ

ンパクトを強化することを目的に、ICL発の技術を効果的

に社会へ移転・翻訳（technology transfer/translation）

するための方策を分析・提案したもので、大学発のアイ

ディアを応用先（企業等を含めた社会）へ移転しインパ

クトを与えるメカニズムには「会合（convene）」「商業

化（commercialize）」「挑戦（challenge）」「協働

（collaborate）」の4種類があること（図1）を述べた上

で、大学と企業との戦略的協働には図2に示すような技術

革新とマーケットの「スイートスポット」があると指摘

しています。すなわち、大学と企業の協働を戦略的に進

めるには、技術的に新規か革新的な内容でかつマーケッ

トが不確定な領域（図2中の網掛け領域）を目指すべき

で、既存の技術・マーケットを対象とする部分はコンサ

ルテーションサービスで対処できると言っています。こ

れは、「どう進んでいくか分からない」研究を楽しむア

カデミアの志向と、新しい価値を創造したい企業や社会

の要望のシナジーによって、１＋１が３にも４にもなる

ことを目指すべきということだと思料します。このレポー

トでは、その実現のための具体的方策は示していませんが、

AESセンターが目指しているところは図2のスイートスポッ

トにフィットしていることは注目すべきでしょう。

おわりに
本学の産学連携体制を国際的水準で改革するための検

討では、こうした海外の分析や状況も参考にされると思

いますが、その際、AESセンターは一つの好事例として捉

えられるものと確信しています。本稿をお読みの社会の

皆様には、新しい価値を創造するために是非、AESセン

ターや近い将来実現する新しい産学連携の枠組みをご活

用いただきたいと思います。一方で学内の研究者の皆様

にも、新しい枠組みのもと、既存の技術・マーケットを

対象としたものではない、よりイノベーティブなソ

リューション研究に積極的に参画いただけることを期待

いたします。

3

図1 社会へインパクトを与える4つのメカニズム：
左の青楕円はアイディアを生む大学の教育研究、右
の緑楕円は企業を含む応用先を表す（文献1より）

図2 大学と企業との戦略的協働のスイートスポット：
網掛け部分（文献1より）

1 David Gann, Miles Tackett, Claire Thorne: Pathways to Societal Impact -
A review of Imperial College’s technology transfer, translation and related 
activities, https://www.imperial.ac.uk/media/imperial-college/about/ 
leadership- and-strategy/public/ImperialCollegePathwaystoImpact.pdf
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実証を行っており、UCは今後も利用される有用な手法で

ある。

・AESセンター 小田拓也特任教授、「発電機群の起動
停止計画シミュレータの構築と参加企業の募集」

AESセンターでは、昨年度より複数のAES共同研究講座

と連携し、発電機群の起動停止計画シミュレータの構築

を行っている。全8回の会議と学会発表を行い、年度末

に報告書を提出した。今年度は、新たな参加企業を募り

研究を進める予定である。

研究では、PV導入量の多い九州を対象に、PV大量導

入時の抑制・貯蔵・DRなどを含めた電源運用と、予備力

について検討する。入力データには2014年度の実績を使

用し、短時間の周波数変動に対する予備力(LFC)を考慮し

た1年間の試算を行った。昨年度は、LFCとPV導入量を

変化させ、LFCが抑制量や火力発電機の運用費に与える

影響を試算した。今後はDRや水素利用を模擬したモデル

の作成、社会コストの考慮などの課題に取り組む。

質疑・応答では、企業側からの利用に関する質問に対し、

DRやエネルギー貯蔵などの市場規模の見極めなど、様々な

利用方法があると回答。他にも多数の質問があった。

第36回研究推進委員会
第1回地域プロジェクト推進会議
日時：2016年5月20日（金）
場所：田町キャンパス 国際会議室
参加：約100名

始めに柏木孝夫センター長が挨拶し、今年度から始ま

る「地域プロジェクト推進会議」の主旨を説明した。

研究推進委員会では、今年4月着任した浅野浩志特任

教授が、分散型エネルギーを活用した今後の先進エネル

ギーシステムについて「2020年までにさまざまな市場が

作られ、個々の技術が定着するかが問われるだろう」と

した。日立製作所共同研究講座の稲毛真一特任教授は、

太陽光発電の広域予測と地域エネルギーマネジメントシ

ステムの研究を紹介した。また、三菱商事共同研究講座

の森原淳特任教授は、スマート水素ネットワークに関す

るFSと対馬プロジェクトの進捗紹介を行った。

続いて会員企業の紹介を2件、行った。バイオマスエナ

ジー㈱の平本光識社長は、同社が扱っているバイオマス

ガス化発電装置を、オートモーティブエナジーサプライ㈱

の福沢達弘シニアマネージャーは、同社のリチウムイオ

ン電池の高品質性と広い適用領域を紹介した。

第25回イブニングセミナー
日時：2016年4月22日（金）
場所：大岡山キャンパス石川台6号館
講師：㈱日建設計総合研究所取締役副所長上野和彦氏
議題：スマートコミュニティ（シティ）構築の課題

～まちづくりの視点から～
参加：19名

本講演では、主題となる「スマート化」とはどういう

ことなのかを概念的に整理した上で、国外・国内で整備

が進んでいるスマートコミュニティ（シティ）の背景や

狙いと意義について解説が行われた。特にスマートエネ

ルギーシステムに関しては、①街区一括受電、②街区共

用熱源、③街区一括コジェネ、④街区一括エネルギーマ

ネジメント、⑤街区一括設備管理の5つのシステムを統合

したエネルギーシステムであることが重要と説明した。

また、スマート化の実現として、「空間サイズに対応

した主たる手法と対象分野を設定すること」「技術の成

熟度を踏まえた適用の判断を行うこと」「AIコミュニ

ティを念頭に置くこと」「需要側の工夫、目標の設定を

行うこと」「調節便益だけではない間接便益の把握を行

うこと」などの必要性について意見交換が行われた。ス

マート化の推進は、エネルギーシステムの枠を超えて、

人々の経済活動や暮らし、安全安心を守るまちづくりへ

と進化し、まちづくりへの総合力が必要な時代になった

といえよう。

第26回イブニングセミナー
日時：2016年5月9日（月）
場所：大岡山キャンパス石川台6号館
参加：30名

・AESセンター 浅野浩志特任教授、「起動停止問題の
応用：系統柔軟性の確保」

起動停止計画問題(UC)は主に前日計画に利用され、今

後電力市場とリンクする。再エネの普及に伴い需要側だ

けでなく、発電側にも変動が生じるため、コジェネや蓄

電池、デマンドレスポンス(DR)など需要側の調整力も必

要となる。これらの調整力に対し、経済性を中心に定量

的な評価が必要である。この評価には、UCや経済負荷配

分(ELD)を利用したモデルが有用である。国ではNEDOを通

じてDRや蓄電池を含めた風力発電のアルゴリズムの作成、

開催報告

AES主催
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②：住友電気工業㈱と北海道電力㈱が共同開発したレ

ドックスフロー電池の大型蓄電システムを見学した。PV

や風力など再生可能エネルギーの調整用に設置、2018年

まで実証試験を行うという。説明には、北電苫小牧統括

電力センターの坂原グループリーダーと、住友電工の筒

井技術部長がご対応くださった。説明後、レドックスフ

ロー電池の建屋内部（1階＝電解液タンク、2階＝セルス

タック・熱交換器）を見学した。質疑応答で、小型化の

可否について、セルについては近々同サイズで高出力タ

イプを実用化する予定で、タンクについても世界中で既

に様々な種類の電解液が研究されており、今後小型化が

見込まれると回答。他にも様々な質問が出た。

その後、技術交流会を千歳市にて開催した。

特別講演として「木質バイオマスエネルギーを核とし

た地方創生への取組みについて」という題で林野庁の牧

元幸司林政部長が、豊富な森林資源を活用した木質バイ

オマス利用促進に向けて、国でも支援をしていくことを

明言した。

地域プロジェクト推進会議では、岩手県八幡平市の田村

正彦市長が地熱発電所を利用した給湯インフラ改良とEMS

導入を、北海道下川町の高橋祐二室長が森林バイオマス地

域コージェネシステムを、静岡県牧之原市の西川浩年主幹

が再エネ（太陽光・風力・バイオマス）を活用したスマー

トコミュニティを、長野県伊那市の埋橋進係長が今年3月

に策定した「50年の森林（もり）ビジョン」を中心に、

それぞれ取り組みを紹介した。地域に関する課題等、質問

をAES共同研究講座が行い、各自治体が答える形式で進行

した。経済産業省関東経済産業局の松岡建志部長が「地域

の特性を活かした取り組みを提案して良いモデルケースに

してほしい。支援したい」とまとめた。

最後に事務局連絡として、東工大の新研究体制やAES

規約改正、連携テーマや富士市プロジェクトの参加企業

募集について説明した。また、今回のオブザーバー参加

として、㈱日本総合研究所の紹介をした。

「北海道地区エネルギー先端施設」研修会
日時：2016年6月10日（金）
場所：①CCS実証試験事業【苫小牧市】

②大型蓄電システム（レドックスフロー）【安平町】
参加：45名

①：日本CCS調査㈱が取り組んでいるCCS（CO₂回収・

貯留）について、同社の澤田常務と田澤副センター長に

ご説明いただいた。同実証は2008年から開始されてい

る。2016年度からはCO₂の圧入・モニタリングを開始、

2020年の実用化を目指すという。質疑では実証地での市

民や事業者の理解等について質問があったが、データや

講習会などに努めているとのことだった。

その後、苫小牧CCS大規模実証試験施設（計器室、CO₂

分離回収設備、圧縮機等）の見学を行った。

共催・協力・後援等
グリーンレジリエンスシンポジウム～生態系保全×
国土強靭化 次世代インフラとしての自然資本活用
の時代へ～
日時：2016年5月12日（木）
場所：砂防会館別館
参加：400名

（一社）レジリエンスジャパン推進協議会主催（東工

大AESセンター等共催）により、生態系等の自然資本を

活用し、防災・減災や地域創生に資することを再認識す

ることを目的とした「グリーンレジリエンスシンポジウ

ム」が開催された。柏木孝夫センター長は同協議会理事

の立場から「主催者挨拶」を行った。他に加藤勝信国土

強靭化担当大臣、石破茂地方創生担当大臣、丸川珠代環

境大臣らが登壇した。

講演では、自然災害に強い建材や素材の紹介（ナイ

ス、日鐵住金建材）、自治体の災害対策（高知県、鳥取

県南部町、新潟県村上市）、緊急時対応システム（三井

住友海上火災保険）の紹介が行われた。また、レジリエ

ンスに関する課題と展望をパネルディスカッションで議

論した。環境や経済、まちづくり等の多面的視点から防

災・減災を位置づけ、総合的に検討することが重要とした。

5
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「地域プロジェクト推進会議」設置の経緯と狙い

経緯
総務省、経済産業省資源エネルギー庁、農林水産省林

野庁、環境省の4省庁が中心となり、エネルギーの地産地

消を後押しする「自治体主導の地域エネルギーシステム

整備研究会」（座長：柏木AESセンター長、事務局：総務

省地域政策課）の第5回研究会が2015年11月26日に開催

されました。

その中で総務省の猿渡審議官は、「エネルギーの地産

地消による地域経済好循環の実現プロジェクトの方向

性」として，以下の施策を掲げました。

総務省からのこのような連携の要請を受け，AESセン

ターは、2016年度の新規取り組みとして「地域プロジェ

クト推進会議」を発足させた次第です。

狙い
AESセンターの「地域プロジェクト推進会議」では、4

省庁ならびに国土交通省等より、独自性・新規性のある

地域プロジェクトを推進する地方自治体の推薦をいただ

きます。AESセンターの会員や学内教員が参加する同会議

で、推薦自治体による講演形式のプレゼンテーションと

意見交換を中心に、プロジェクト実現に向けた議論を行

うことを想定しています。

具体的には分散型エネルギーシステム構築プロジェク

トの実現を進める（または計画している）自治体に、そ

れぞれの取り組み・プロジェクト構想を紹介していただ

きます。さらに課題や計画内容を共有し、AES会員らとエ

ネルギーシステムの技術的アドバイス、エネルギーミッ

クスの最適化や事業スキーム、まちづくりに関する意見

交換の場を提供しようとするものです。

同会議により、さまざまな立場の意見を盛り込んだ課

題解決へのソリューションを見出し、地域経済循環型の

プロジェクト実現に向けた活動の加速化につながること

を目指しております。

第1回推進会議の開催
5月20日に行われた第1回地域プロジェクト推進会議

は、同会議のキックオフミーティングの意味も込め開催

されました（4P～5Pに開催概要を報告）。

各省庁より推薦いただいた4自治体の講演後には、活発

な意見交換ができるよう，質疑の時間を長めに設けまし

た。再生可能エネルギーを取り入れたエネルギーシステ

ム構築の課題については、各自治体より，自治体だけで

はどうしてもノウハウが不足し、インフラも未整備なた

めプロジェクトを推進しづらい現状が訴えられ、民間の

協力が不可欠であることが強調されました。地域での取

り組みを外部に広くPRするため、見学ツアー等を企画し

ていると紹介する自治体もありました。

林野庁の牧元林政部長にもご登壇いただきました。同

庁では事業検討、事業化、事業実施の各フェーズで支援

を行っており、税制面でも、木質バイオマス設備の税制

優遇を推進するなど、さらなる推進を図ることが示され

ました。

同会議を傍聴した関東経済産業局・松岡部長は、それ

ぞれの特色を生かした地域発の取り組みに期待を寄せて

いました。また柏木AESセンター長は、地域のエネルギー

システム実現には民間だけでなく、国（規制緩和等の政

策）や金融（地銀の融資）も加えた推進を期待するとま

とめました。

今後の予定
第2回「地域プロジェクト推進会議」は、9月27日の開

催を予定しています。次回は参加者と登壇者がさらに密

接に意見交換できるよう工夫を凝らし、会議の充実を図

りたいと考えております。AESセンターは産官学連携によ

るオープンイノベーション拠点として、産官学民が集

い、情報共有・意見交換を行える「地域プロジェクト推

進会議」を推進してまいります。関係各位には今後と

も、ご協力を頂けますよう、何卒よろしくお願いいたし

ます。

地域プロジェクト

AESセンター 柏木孝夫（センター長）、内野善之（センター長補佐）、
小金丸美奈（研究コーディネーター）

5-1 エネルギーの地産地消による地域経済好循環の実現プロジェクトの方向性

２．全国各地で「地域エネルギー事業化促進プラットフォーム」の構築

３．研究会の開催など

（総務省、資源エネルギー庁、林野庁、環境省）１．関係省庁タスクフォースの構築・運用

 分野別技術ワーキンググループ（地域エネルギーに係る技術産業界）との意見交換
～東京工業大学先進エネルギー国際研究センター（AESセンター）との連携

 第5回自治体主導の地域エネルギーシステム整備研究会
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インドネシアのエネルギー事情：現状および将来動向

国内エネルギー事情
インドネシア経済は、2014年のGDP総額が約10億ドル

と、東南アジアの中で最大である。同国の経済は1997年

のアジア通貨危機以降、約6%台の伸び率を示し、堅調な

成長を続けている。また、政府は2011年に「経済開発加

速・拡大マスタープラン（MP3EI）」を発表。各地域を

インフラ網で結び、経済回廊を形成する構想を揚げた。

中長期的な観点から、同国はインフラ開発に莫大な資金

と技術力が必要となる。

このような経済成長を背景に、エネルギー需要も急激

に増加している。政府はこれに対応するため、発電所建

設等といった供給側の増強や、全国のエネルギーインフ

ラ整備を進めている。エネルギー供給については化石燃

料だけではなく、新・再生可能エネルギーの導入も進め

られている。ただし2030年までは、急激な需要変化をカ

バーするために、石炭および天然ガスが主な燃料となる

（図1）。

電力インフラ計画
政府は電力の安定供給及び電化率の向上に向け、イン

フラ整備や法規制の緩和等を始めた。同国のエネル

ギー・鉱物資源省（MEMR）は、向こう5年間（2015～

2019年）で合計3500万kWの発電能力の増強を行うた

め、発電所（291カ所）の建設を進めている。そのう

ち、2000万kWが独立系発電事業者（IPP）、1500万kW

が国営電力公社（PLN）となる。詳細な事業者別の電源

内訳を図2に示す（中断された発電所の建設計画も本事業

に含まれている）。発電増強に伴い、約4万7千kmの送

電・配電及び1375変電所の建設も計画されている。実行

されれば、国内電化率は2019年までに97%に上る見込みだ。

現時点（2016年3月）では約1223万kW（約34.4%）

が計画段階、約837万kW（23.6%）が調達段階、約1094

万kW（30.8%）が電力販売契約（PPA）に進められてい

る。発電所は約386万kW（10.9%）が建設中であるが、

完成及び稼働開始に時間を要しており、約12万kWであ

る。PLNによると、投資総額は約1100兆IDR（約9.4兆

円）に達する見込みで、IPPの参加を非常に期待してい

る。

また、民間からの参加・投資を迎えるために、法制度

の改善も行われている。特に発電所の用地取得の加速化

を図るため、価格交渉（参考価格の設定）、許認可のス

ピードアップ、事業入札の簡易化などが進められてい

る。許認可については、2015年1月から投資調整庁によ

る統合ワンストップサービスが開始され、他省庁も含め

た関連する全ての許認可の迅速化を図るという。

AESの取り組み
AESは2011年度から日本だけでなく現地企業、大学、

研究機関などの協力を得て、インドネシアでのエネル

ギー利用等（電力を含む）に関する研究・調査を行って

いる。2012年度および2015年度にも新エネルギー財団

（NEF）の支援で、研究者の招聘を行っている。

AESセンター ムハンマッド アズイッズ（特任准教授）

図1 インドネシア現状および2050年までのエネルギーミックスの計画（国家エネルギー政策（KEN）資料より引用）

トピックス

図2 事業者別の電源内訳
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2016年度の活動

月 7 8 9 10 11 12

シンポジウム ●

研究推進委員会 27日

研修会 ●

イブニングセミナー ● ● ●

●：計画中

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。

 9月27日（火）に、第37回研究推進委員会・第2回地

域プロジェクト推進会議を開催します。会場は大岡山

キャンパス・西8号館10階です。

 10月に、第9回AESシンポジウムを大岡山キャンパス

で開催する予定です。詳細が決まりましたらご連絡い

たします。

 8月にイブニングセミナーを開催する予定です。日程

と詳細が決まりましたらご案内いたします。

 11月に研修会を行います。日程と詳細が決まりました

らご案内いたします。

2016年度スケジュール

開催予定


