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脱炭素社会に向けた東工大の挑戦
（AESセンター10周年記念 第12回シンポジウム 基調講演要旨）
プロフィール
益 一哉 （ます かずや） 東京工業大学長
1954年、兵庫県出身。1982年、東京工業大学 大
学院理工学研究科 電子工学専攻 博士後期課程 修
了。1982年、東北大学 電気通信研究所助手。
1993年、助教授。2000年、東京工業大学 精密
工学研究所 教授。2016年、科学技術創成研究
院 研究院長・教授。2018年4月、学長就任。
専門分野は、電子デバイス・集積回路工学・ワ
イヤレスセンサネットワーク等。

東京工業大学
学長

益

一哉

本日はAESセンター10周年記念シンポジウムにお越し

一度会って語り合い、専門分野に進んで何を勉強する

いただき、ありがとうございます。10年にわたる皆様の

か、将来の志を教養卒論として書きます。書き方も大学

ご支援、深く感謝しております。

院の学生がアドバイスして、能力を引き出すようなアク
ティブな講義をしています。教養卒論発表会は非常に内

▶ 未来社会DESIGN機構（DLab）

容が濃く、面白いです。

我々は、広い専門分野に携わっています。イノベー
ションを生み出すことも重要ですが、もう少し違った角
度での活動も必要と考え、未来社会DESIGN機構（DLab）
を2018年に設置し、30〜50年先の未来を考え始めまし

▶ 卓越大学院
優秀な博士人材を育てることを目的に「卓越大学院プ
ログラム」を昨年から始めました。

た。文化人・技術者・科学者・東工大の教職員・学生・

今、東工大では材料系のものづくり情報、物質科学と

卒業生が集まり、ワークショップなどを通じ、真剣に未

情報科学を掛け合わせ、単にいいものを作るだけでな

来について語ろう、東工大らしさを出すために、未来に

く、実社会あるいはサイバー空間で何が考えられるかが

向けて一歩を踏み出すために、科学技術の立場からどん

分かる人材を育てようとしています。このプログラムの

な豊かな未来とそれを実現するための道筋を描けるか、

非常に重要なところは、産業界と共に博士人材を育てよ

という所まで踏み込もうとしています。「ボーダーを超

うとすることであり、産業界から多くの協力を得ながら

えよう」というテーマでワークショップを行い、その結

進めさせていただいています。同プログラムは本年、工

果をさらに深める取組の結果である「未来社会像」と

学部の電気情報通信系が中心となって、最先端量子科学

「未来年表」を、2020年1月20日にシンポジウムで発表

に基づく超スマート社会エンジニアリングを始めまし

いたします。是非当日ご覧頂きたい。

た。コンソーシアムを作り、32機関の方々と共にやらせ

また、産業界にも大学と違った観点で一緒に未来を語

て頂いています。

り考えていただくために、オープンな場での議論や、未
来を描くことに賛同・共に活動いただけるDLabパート
ナーズを募集しています。

▶ 更なる展開
新たな研究分野については、東工大がどの方向に向き
たいのかを世に知らさねばなりません。そのために重点

▶ リベラルアーツ教育
イノベーションを起こせる人材輩出は非常に重要で

分野と戦略分野を策定しました。重点分野は研究者も多
く、歴史もあり、実績もある分野で、①材料に基づく

す。東工大が注力しているリベラルアーツ教育について

新・元素戦略

ご紹介いたします。

デバイス・システムがあります。

②統合エネルギー科学

③デジタル社会

リベラルアーツ教育は、1年生から大学院までありま

一方、研究者は少ないけれど大事な分野で、社会と共

す。この改革が始まったのが2016年で、この年に入学し

に未来を描き、貢献していこうとするのが戦略分野で、

た学生が今４年生です。昨年度の3年目には、入学時にリ

① CPS² （ Cyber Physical ＆ Social Systems ） ② SSI

ベラルアーツを一緒に勉強した異なる分野の学生ともう

（Sustainable Social Infrastructure）③HLS（Holistic
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Life Science）を挙げています。
エネルギー分野に関しては、2030年までにエネルギー

開発・製造は活発化しています。何故、なぜこうなった
か？

よく言われるのは「経営者が悪い」「政策が悪

消費を最小にするために、技術開発と共に、社会からの

い」ということ。その出来の悪い経営者、政策立案者を

ビジョンをどう設定するのか、どういう政策を作るのか

輩出したのは主に日本の大学ではないか、と云うのが、

を考えていこうと思います。

実は私が学長になった一番大きな理由です。

東工大には、様々な分野にいろいろな人材がいるとご
理解いただければと思います。歴史的にもAESセンターの

大学人としての反省−技術バカ、専門バカを輩出して
きたのではないか?という思いがあります。

柏木先生、グローバル水素エネルギー研究ユニットの岡

東工大は終戦の翌年には、工業大学にも関わらず文化

崎先生などがこの中心になり、これまで率いてきたわけ

人を招き、人文科学、社会科学の講義を行い、単なる技

です。さらに、統合エネルギー科学をより推進するた

術屋ではない人材を育てる教育を始めました。この戦後

め、東工大Info syEnergy研究/教育コンソーシアムを作る

の教育改革は一体なんだったのか。やはり東工大が戦争

準備を進めております。AESとGHEUを発展させた形のコ

の間の行動に対するなにがしかの反省があったからだと

ンソーシアムが続いて行きます。

推察するのが一番正しいのではないかと思っています。
このことを我々は今一度考える必要があります。

▶ おわりに
お手元の資料は、ここで終わりのはずです。が、一言
付け加えさせて頂きます。
私はこれまで、半導体・集積回路の研究をしておりま
した。
1970年代から、半導体は日本の産業を牽引しました。
たくさんの学生がこぞって、この分野に集まりました。

となると簡単で、エネルギー問題の解決は技術の深掘
りや新しいことへの挑戦だけでは、半導体の二の舞にな
るのは目に見えていると一番に私は言いたい。
Technology Orientedで、エネルギー問題に立ち向かう
ことは出来ない。もっと社会科学的観点を前面に出すこ
と、そのためには大学だけでなく、社会、産業界との協
業が必要であると心底思っております。

私もその一人です。日本がメモリを制覇したのは1988年

脱炭素社会を目指すには、技術的な問題だけでなく、

ですが、90年代にはGame Changeが起こります。ロード

社会がどうあるべきか、地域がどう考えるかということ

マップが提示、公開され、装置の標準化が始まり、日の

に思いを馳せ、皆様と一緒にやっていきたいと思ってお

丸半導体は凋落しました。

ります。

日本の技術は世界一だった。過去形です。ただ一方
で、ご存じのように5G等々を考えますと、世界の半導体

（本講演録は、2019年11月7日

第12回AESシンポジウム基調講演を

AESセンター事務局が要約したものです）
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◆開催報告
AES主催
ＡＥＳセンター 10周年記念
第12回シンポジウム「地域創生を加速
する脱炭素化イノベーション」

力が必要だとした。産官学が連携して、エネルギーの共
同研究ができる拠点を検討しており、12月にも革新的な
環境イノベーション戦略を取りまとめる予定を明かし
た。
こうした脱炭素化に向けた技術・研究アプローチとし
て、浅野浩志特任教授が、再エネの出力変動対応のため
の調整力と柔軟性方策や予測手法、予測が外れた場合に
も対応可能なEVを活用した調整力確保の技術等を紹介し

日時：2019年11月7日（木）13：30〜17：15

た。EVは停止時だけでなく走行中のワイヤレス給電が可

場所：大岡山キャンパス蔵前会館くらまえホール

能になれば、蓄電池は小型化し、EVの普及も進む。その

参加者：約250名

ために現在、さまざまな検討・研究を進めているとい
う。

AESセンターは、第12回シンポジウム「地域創生を加

また小山堅特任教授は、国際エネルギー情勢を紹介。

速する脱炭素化イノベーション」を開催した。今年は

経済性・環境性・安全保障のエネルギートリレンマを考

AESの創立10周年を迎える記念シンポジウムに位置付け

えていく上で、今後はアジアが中心となるのは間違いな

ており、多くの参加者に聴講頂いた。

いとしている。また環境性を見据えてLNGや再エネを導

始めに益一哉学長が、東工大の教育の歴史や現在の取

入しようとしても、コストがネックとなり、完璧な解と

り組みを紹介した。そして目指すべき大学の姿として

ならないことを指摘。日本も、ベストミックスをどう追

「Technology Oriented でなく、社会科学的観点を前面に

求するか、最適アプローチについて自由に検討できるの

出してエネルギー問題に立ち向かうためには、大学だけ

は、次期エネルギー基本計画策定の準備期間である今だ

でなく社会、産業界との協業が必要である」と、産官学

とした。

連携の重要さを強調し、開会の挨拶とした。

休憩後、パネルディスカッション「社会実装の推進と

続いて経済産業省の渡邊昇治審議官が、国の政策動向

産官学の連携」が行われた。共同研究講座6社が脱炭素

について講演した。現在のトレンドは温暖化と災害対応

への各社の取り組みや課題を示した。東芝の斉藤史郎執

が重要課題となっており、気候変動に対応するため2050

行役専務は地方VPPや交通系、AESとの共同研究等を、日

年80％CO₂削減等の長期戦略を掲げているという。また

立製作所の山田竜也本部長は新IoTプラットフォーム

対応策には民間の投資を促し、ビジネス主導で国際的協

「LUMADA」によるソリューション提供、東京ガスの穴
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水孝副社長はスマートエネルギーネットワークと再エネ

計測器の開発経緯と，計測結果を用いた劣化推定手法を

活用を組み合わせた「都心型」地域創生の推進を、NTT

説明した。

ファシリティーズの正代尊久部長は自家消費型グリーン

質疑では，充電ポテンシャル評価の内訳や想定シナリ

電力「Fグリーン電力」導入や新電力、LNG活用のまちづ

オに関する質問，バッテリー診断の計測速度に関する質

くり等を紹介した。

問，バッテリー劣化の原因と程度に関する質問，車両を

JXTGエネルギーの藤山優一郎執行役員は再エネを利用
したエネルギー変換技術やCO₂フリー燃料製造等を、三

計測する際のセキュリティに関する質問など，広範な視
点の質問が多数あった。

菱商事の真壁恒裕本部長はFCV向け電池サービス（イン
フラ）事業や、海外の無電化地域への分散型電源供給事
業を進めている。また、水素社会への課題では、経済効
率性・コストが一番に上がり、それには制度改革や地産
地消型モデルの検討が必要とした。地方創生について
は、民間企業との連携や自治体が目指すビジョンの重要
性等が挙げられた。
コーディネーターを務めた柏木孝夫センター長は、共
同研究講座企業の10年間の功績への感謝を述べてパネル
ディスカッションを終え、続いて「単なる技術革新だけ
でなく、構造改革によって生み出される付加価値が重要
だ。この産官学で学んだ英知を落とし込んでいくオープ
ンイノベーションの推進が責務である」と力強く語り、
閉会となった。
当日の講演概要は、日本経済新聞12月13日付朝刊に掲
載された。

第46回イブニングセミナー
九州V2G 実証事業 および EVに関する電力
中央研究所の取組み
日時：2019年11月20日（水）17：00〜19：00
場所：大岡山キャンパス石川台地区6号館
講師：一般財団法人 電力中央研究所 エネルギーイノ
ベーション創発センター
上席研究員 高橋 雅仁 氏、名雪 琢弥 氏
参加者：22名

共催・協力・後援等
グローバル水素エネルギー研究ユニッ
ト第5回公開シンポジウム
日時：2019年11月21日（木）13：30〜17：15
場所：大岡山キャンパス蔵前会館くらまえホール
参加者：約300名
グローバル水素エネルギー研究ユニット（GHEU、ユ
ニットリーダー：岡崎健特命教授）は、第5回公開シン
ポジウムを開催した。今回は、「脱炭素に向けた水素導
入の社会ビジョン」をテーマとし、①（株）三菱総合研
究所 理事長 小宮山宏氏 「プラチナ社会へのイノベー
ション 〜2050年、脱炭素化への社会ビジョン〜」 ②経
済産業省

電気自動車（EV）に関連した4件の話題があった。前
半は，EVを電力の需給調整に活用することを目指した

新エネルギーシステム課 課長補佐 宇賀山在

氏 「水素社会実現に向けた経済産業省の取組」の2件の
招待講演が行われた。

「九州V2G実証事業」を中心として，V2Gの制御システ

その後のパネル討論では、岡崎特命教授がモデレータ

ムを含めた検討状況を高橋氏から紹介した。九州地域を

を務め、6人のパネリストがさまざまな話題を提供し

対象とするV1GとV2Gのポテンシャル評価から，利用実

た。シンポジウム後半では、新しいエネルギー社会構築

態を踏まえたEV充電需要の規模感を説明した。

に関する研究/教育コンソーシアム「InfoSyEnergy研究/教

後半は， EVの蓄電池劣化診断や，非接触給電の技術開

育コンソーシアム」の発足講演が行われ、本学の伊原学

発と標準化の状況を，名雪氏が紹介した。非接触給電は

教授、小野功准教授及び河邊賢一助教によってその概要

国際ガイドラインが重要であり，規格を取り巻く状況な

と関連研究が紹介された。シンポジウム後の意見交換会

どが紹介された。劣化診断では，劣化量の推定に必要な

でも引き続き活発な議論が行われた。
5
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◆地域プロジェクト創生
産官学連携による調布駅前地区スマート
シティ構想の推進

り基盤整備の事業主体となる自治体の関与は深まること
になる。
このような推進課題を共通認識として、関東経済産業
局とAESセンターの連携は深まっていき、地域課題の解決
に寄与するまちづくり事業とエネルギー事業が一体化し
た自治体構想を自治体の主体的関与で実現していくこと

AESセンター 内野善之（センター長補佐）

を目的に具体的な連携先を模索したところ、調布市がそ
2020年1月から「調布駅前スマートシティまちづくり
検討会」を設置し調査を開始するにあたり、会員のご協

の候補として浮上し、2019年に三者（調布市・関東経済
産業局・東工大AESセンター）の連携がスタートした。

力を頂くために、これまでの取り組みをご報告する。
２．調布駅前地区の課題とポテンシャル
１．関東経済産業局との連携から始まった調布駅前地区

調布市は、東日本大震災による計画停電によって中心
市街地に点在していた金融機関の機能に支障が発生し、

スマートシティの推進
関東経済産業局は、平成30年後半から地域課題を解決

市街地の低迷や行財政基盤の弱体化を経験したことによ

する手段として地域エネルギー事業を位置づけ、これま

り、災害に強いまちづくりへの意識が強くなった。さら

で以上に自治体を意識した支援活動を行う方向を打ち出

に、具体的なまちづくり推進を加速させたのが京王線調

した。支援に関しても、従来どおりの事前調査〜計画策

布駅および路線の地下化であり、地上には大きな駅前広

定検討〜施設導入といった枠を超えて、各省庁の施策が

場が出現したことであった。この広場が起爆剤となり周

ない立ち上がり段階からの支援を重要視し、案件（プロ

辺地区の再開発の機運が高まったのである。

ジェクト）組成〜各省庁施策の活用〜事業という連続の

このような状況を踏まえると、調布駅前地区のポテン
シャルとして以下の項目があげられる。

視点を持って推進している。
一方、AESセンターでは「地域プロジェクト推進会議」

① 駅前広場は、各商店街やオフィスに繋がる「顔」とな

での自治体との交流から、まちづくり事業と連動したエ

り、ハブ機能を要するコアとなり、これらに続く商店

ネルギー事業の推進の必要性、ならびに、自治体の各部

街、オフィス街はスポークとして機能する可能性があ

局が連携して総合的に事業を推進することが重要である

る。

との認識を深めた。まちづくりと連動するということ

② 駅前広場に繋がるまちづくり再開発地区が複数点在

は、当該地区の基盤整備計画の段階からエネルギー事業

し、新陳代謝を促すとともに、多様性や持続可能な中心

導入の検討を進めることであり、都市計画決定権者であ

市街地を構成する仕掛けとして機能する可能性がある。

調布駅周辺検討エリア
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③ グリーンホール・福祉センター・市役所等の建替需要

業により、エネルギー事業の提案や同地区の課題整理、

を契機に、隣接する病院や商業施設、外資系オフィスビ

さらには、参考となる事例の見学会等が開催され、三者

ルと連動した自立分散型エネルギーシステム導入の可能

連携の絆を深めていった。

性がある。

こうした活動によって、同地区への自立分散型エネル

④ 中心市街地から若干離れたところに、深大寺を中心と

ギーシステムのあり方について共通認識が深まり、2019

した自然公園があり職住接近の暮らし等、新たなライフ

年11月以降は、同地区の建替公共施設、隣接病院や商業

スタイルの提案が可能である。

施設、外資系オフィスビル等からなるコア地区を中心

⑤ 現在は市街地調整区域であるが、線引きが緩和されれ

に、エネルギー需要想定とその需要に見合った自立分散

ば現在グランド等で利用されている土地利用の高度化が

型エネルギーシステムの規模を日立製作所共同研究講座

可能である。

と連携して検討することになった。さらに、今年1月から

⑥ 調布駅前地区は京王線の主要路線となる新宿駅〜橋本

は、ＡＥＳセンター内に「調布駅前スマートシティまち

駅の中間地点に位置し、リニアへのアクセスが容易であ

づくり検討会」を設置して調布駅前地区全体のまちづく

る立地環境などにより国際的な機能立地が期待される。

りの方向性、すなわち、地区全体のグランドデザインの
プレ検討を行う予定となっている。（地元からは、アフ

３．これまでの三者連携活動の経過と来年度に向けて

ラック、京王電鉄、電気通信大学が参加予定。）

このように調布駅前地区は、多様なポテンシャルが存

このグランドデザインのプレ検討は、同地区に居住す

在するとともに、駅前周辺地区の再開発によるまちづく

る、または、関連する方々とともに同地区の将来ビジョ

りが１０年ごとに時間差で次々と実現することが予想さ

ンとその基本コンセプトを共有すること、ならびに、最

れ、今後数十年をかけて成長・完成していく持続可能な

低限のルールづくりを行うことによって、各地区の個性

まちづくりが期待できる地区だといえる。

を引き出すと同時に、共通したビジョンによって居心地

まちづくりと連動したエネルギー事業の推進に際して

の良い空間を創造するためのたたき台として、調布市都

は、民間活力の導入が重要であることから、産官学連携

市計画課に提案を行い、来年度以降の三者連携活動に活

での推進を目指すこととし、その第一弾として2019年5

用することを目的としている。

月17日に開催したAES「地域プロジェクト推進会議」に

2020年度以降は、関連省庁の補助支援事業等を活用し

て、山田都市計画課長より同地区の現状と課題、今後の

て、「まちづくりと連動したエネルギーシステム導入事

まちづくりに関する講演会を開催し、AES関連企業への協

業マスタープラン」の策定計画段階に進む予定である。

力を打診した。その結果、この協力依頼に応じた会員企

ぜひ、会員企業のご協力をお願いしたい。

調布市都市計画マスタープラン
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◆2019年度の活動
 1月24日（金）に第48回イブニングセミナーを開催

開催予定

します。東京電力様にご協力頂き，「晴海アイラン

 1月10日（金）に第47回イブニングセミナーを開催

ド地区熱供給事業の施設見学会」と題して、大型熱

します。従来のイブニングセミナーとは趣を変え，

供給プラントシステムの概要をご説明頂き，施設見

清水建設(株) 技術研究所様に会場をご提供頂き，

学を行います。（会員限定）

「清水建設技術研究所における先端エネルギー技術

 第47回AES研究推進委員会および第13回地域プロ

等への試み」と題して環境・エネルギー・ICT技術に

ジェクト推進会議を3月10日（火）に開催予定で

関する講演会・研究棟見学を行います。（会員限

す。会員の皆様には，詳細が決まりましたら，ご連

定）

絡いたします。 （会員限定）

2020年スケジュール
月

1

2

3

4

5

6

シンポジウム
研究推進委員会※

10日

●

地域プロジェクト推進会議※

10日

●

研修会※

●

イブニングセミナー※

10日，24日

随時開催
※：会員限定

●：計画中
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