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リアリティに富んだオープンイノベーションへ
AESニュースレターの発行に際して
東京工業大学 特命教授 AESセンター長

柏木 孝夫

はじめに
先進エネルギー国際研究センター（AESセンター）は、本格的なオープン
イノベーションを目指すシーズを有する学内の教員と、ニーズ指向の企業
内の研究者が対等な関係でソリューション研究を行う。ソリューション研
究とは、大学の英知・学理を基盤に、実際のプロジェクト創成まで実現す
ることを目的とする。
AESセンターはこの理念に基づき、5年前に正式に発足した。大学初の
オープンイノベーションの本格的なセンターとして、民間企業からの研究
開発経費により運営されており、わが国では唯一ともいえる組織であると
考えている。先進エネルギーが示すように、学内に共同研究部門を設置し
ている5企業は、すべてスマートエネルギーシステム等のプロジェクト創成
を目指し、関連分野の教員と緊密に連携を取り、研究を進めている。

柏木孝夫プロフィール
1946年東京生まれ。東京工業大学工学
部卒業後、米国商務省NBS（現NIST）
招聘研究員、東京工業大学助教授など
を経て、東京農工大学工学部教授に就
任。2007年から東京工業大学大学院教

スマートコミュニティは社会実装段階に
周知であるが、原子力のシビアアクシデントを起こした当事国として、3

究機構内に本格的なオープンイノベー

年間の時間をかけて新しいエネルギー基本計画が閣議決定され、現在、

ションのプラットホームを提供するた

2030年に向けたエネルギーミックスの審議が行われている。

め、先進エネルギー国際研究センター

この基本計画では、これまでの3E＋Sの視点に加え、国際的な視点と経済
成長の視点を盛り込んだエネルギー政策の方向性が示された。同計画で
は、再生可能エネルギーの導入加速と電力自由化など規制改革についても
明確に打ち出されている。この電力自由化はスマートコミュニティの社会
実装に向けた大きな原動力になる。エネルギーをインターネット化し、地

2

授に就任し、同大学ソリューション研

（ AES セ ン タ ー ） を 立 ち 上 げ 、 セ ン
ター長となる。経済産業省産業構造審
議会委員等、数々の公職を歴任。現在
に至るまで長年、国のエネルギー政策
づくりに深く関わる。エネルギー・環
境システム分野において数多くの受賞

域全体をコントロールするスマートコミュニティという構想は既に実証段

歴があり、著書・論文・解説は全500

階を終え、社会実装に向けて動き出した。現在、日本の新成長戦略として

編を超える。日本の環境エネルギー分

注目されている。まさに、本センターの動きと同期している。

野における第一人者。
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新たなビジネスモデルのニーズ
電力自由化に伴い、エネルギー事業者各社はもちろ

り入れることで、いろいろな付加価値のあるサービスを
生み出す可能性が出てくる。

ん、ICT、情報通信系の企業が多数電力市場に参画する
と想定される。例えば、物理的なインフラを整えるため

地域の生活総合支援事業

にゼネコンも参入する、商社も出てくる、本丸の電力事

自治体主導で地域エネルギーシステムを整備し、エネ

業者も、既存の市場を侵食されれば、他の分野、何らか

ルギーを売買するようになれば、キャッシュの流れが生

の方法で失った分を取り戻そうとするはずである。この

まれる。ここで民間の経営センスやノウハウも生かして

ように、自由化で創出したスマートコミュニティという

「生活総合支援事業」を請け負うなど、さまざまなサー

新たなビジネスの舞台に幾多の事業者が参入し、そこで

ビス・イノベーションを実現できれば、地域は活性化す

競争を繰り広げることで市場の活性化が促されていく。

る。例えば、高齢化への対応をみると、一人暮らしの高

それが日本の各地域で展開されれば、日本全体を地盤か

齢者は増えていく一方である。住民一人ひとりのエネル

ら活性化することにつながると考えられる。

ギー使用情報を自治体が持つようになれば、家族に安否

自由化による電力販売のニーズは、自治体や企業にお

を知らせる「見守りサービス」を提供することもでき

いても非常に高く、自由化以前から既に各地域、各社で

る。安心・安全に暮らせる自治体には人が集まってく

実証実験が行われている。それほど経済成長、地域活性

る。

化を期すために我々の日常生活、社会活動に必要不可欠

大都市から小さな市町村に至るまで、それぞれの規模

な、電力という商品を使ったビジネスモデルを指向する

に応じたさまざまな活性化の方策を講じ、その成果が各

膨大なニーズがある。今、そのニーズが満たされ、新た

地で花開き全国で百花繚乱の様相を呈するようにならね

なビジネスモデルが構築される法的枠組み、制度的環境

ば、国土の充実、経済の成長はありえない。全国の自治

が整いつつあり、本センターの責務もますます重くなる

体が、スマートコミュニティの整備に基づく「生活総合

と確信している。

支援事業」を活性化させれば、それが草の根となり日本
の元気を支える基盤になる。

自治体主導のエネルギーシステム作り
ただ、この恩恵が都市部だけに限定され、エネルギー

おわりに

の活性化、安全で活力ある生活環境が実現しても、日本

これらの実現に向け本センターでは、産官学連携を一

全体が元気になるわけではない。むしろ、少子高齢化が

層強めつつ、リアリティに富んだ活動を継続する覚悟を

進み、日々の暮らしの中で安全性の確保、利便性の向上

持って今後の進展を図りたい。

がより求められる地方自治体において具現化することが
重要である。すなわち、コンパクト＆ネットワーク型の
国土形成を賢く推進する必要があり、本センターでは自
治体の参画体制を構築した。
2014年11月、総務省は本センターの動きをより具現
化することも視野に入れ、分散型エネルギーインフラプ

このニュースレターは、本センターへの内外の理解を
深めていただくことを目的に今年度から発行するもので
ある。学内教員のみならず、民間企業、自治体も含めた
包括的かつ継続的な参画を多いに期待している。

ロジェクトの全国展開に向けて「自治体主導の地域エネ
ルギーシテスム整備研究会」を設置した。この研究会
は、エネルギーの地産池消により、自立的で持続可能な
災害に強い地域分散型のエネルギーシステムを構築する
とともに、電力の自由化で新たに開放される7.5兆円の
市場（資金）を導入して、地域経済の好循環創出するこ
とも目的としている。
この研究会では、地域活性化における重要なキーワー
ドとして「サービス・イノベーション」を挙げている。
イノベーションとは、構造変革によって新たな付加価値
を生み出すこと。確かに自治体が分散型エネルギーを取
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エネルギー産業のパラダイムシフト
東京工業大学 特任教授

中上 英俊

はじめに
第四次エネルギー基本計画が2014年4月に策定され、懸案であったエネ
ルギーミックスの内容が今年5月末公表されるに至った。ここに至るまで、
関連する多くの審議会が開催され私も柏木教授とご一緒にいくつかの審議
会の議論に参加する機会を得てきた。審議がかくも長時間を要したのは、
ひとえに福島第一原子力発電所の被災による未曾有の災害に起因していた
といってよい。加えて、いくつかの懸案事項が重なっていたことも時間を
要した理由であった。しかし、今年の末にパリで開催されるCOP21に向け
たわが国の温暖化ガス削減目標の提示の期限が差し迫ってきたこともあ
り、やっとエネルギーミックスについての方向が決定されたわけである。
一方、これからのわが国のエネルギー需給にとってそれ以上に大きな影
響を与えることになるであろう電力・ガス事業の規制緩和がある。大きな

プロフィール

期待がもたれているようであるが、果たして需要家にとってはどのような

中上 英俊（なかがみ・ひでとし）

影響がもたらされるのであろうか。この問題について考えてみたい。

博士（工学）
株式会社 住環境計画研究所 代表取締

サプライサイドからデマンドサイドへ

役会長

これまでのエネルギー供給政策は、需要に応じて供給は保障されている
ことが大前提であったように思われる。供給義務を負っているがゆえに地
域供給独占が認められてきた経緯がある。供給義務を遂行するには十分な
供給容量を常に確保しておく必要がある。しかし、電力はガスや石油と
違って基本的には貯蔵して蓄えておくことは困難である(揚水発電や蓄電池
を除けば)。従って、どの程度の裕度を持って供給力を確保しておくのかは

1973年東京大学大学院工学系研究科建
築学専門課程博士課程を修了、博士
（工学）。同年、住環境計画研究所を
創設、1976年株式会社として改組し代
表取締役所長、2013年4月代表取締役
会長就任。

経営にとっても大変大きな課題であろう。過大な設備を持つことはそれだ
けコスト負担が増加することを意味する。増大し続ける電力需要に対応し

日本学術会議連携会員、東京工業大学

て供給余力を確保し続けることはこれまでの電力事業者にとってはある意

統合研究院特任教授、早稲田大学招聘

味で必須の対応とされてきた。海外ではこのような需要と供給のバランス

研究員、経済産業省総合資源エネル

を 最適化する ためにいわ ゆる「統合 資源計画 (IRP: Integrated Resource

ギー調査会 臨時委員、環境省中央環境

Planning)」と呼ばれる経営計画が盛んに議論されてきた。その一つが「デ
マンドサイドマネジメント（DSM: Demand Side Management）」である。

4

審議会専門委員、国土交通省

社会資

本整備審議会 臨時委員、ESCO推進協
議会代表理事他を務める。
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電力の需給を需要サイドから見るのか供給サイドから見

ワーの時代がやってくることになる。となるとお互いに

るのかによって、最終的な経営資源の有効な配分を決定

これまで手を付けてこなかった新しい事業展開が可能に

しようという試みである。わが国でもその一つとして、

なってくる。その原点は、改めて最終消費者にあること

深夜電力価格の低減により昼間の需要を夜間にシフトさ

を肝に銘じておく必要があるだろう。これまでの機器開

せる手法がとられてきたのはよく知られているところで

発や、商品開発の基本には供給しているエネルギーに執

ある。海外ではさらに大きく需要側に踏み込んで、省エ

着せざるを得なかったであろうし、またエネルギー間で

ネルギー型冷蔵庫の購入にあたって電力会社が割引クー

の市場争いが大きな目標の一つであったとも思われる。

ポンを発行したり、住宅の省エネルギー診断を無料で提

これからは少なくともこの縛りからは自由になることが

供したりさまざまなメニューが提供されてきたことはよ

できる。そうなるとそれぞれの開発ターゲットは最終消

く知られている。

費者に向けてのエネルギーソリューションの提供に尽き
ることになるのではないだろうか。さらに消費者の求め

輸送用,

るソリューションは必ずしもエネルギー需要の増大を意

1%

味しなくなるかもしれない。省エネルギーや地球にやさ
しいといったニーズをどのように満たしていくのかと
いったソリューションが大きな意味を持ち始めるかもし
れないからだ。まさにエネルギーの適材適所なサービス

家庭用,

提供がエネルギー産業から提供される時代がやってく

30%
産業用,
47%

る。

合計
28,503MW

これまでの多くの産業が供給サイドの視点から市場を
体系化してものを提供していた時代から、情報通信技術
の革新は大量なビッグデータから如何にカスタマイズし

業務用,

た消費者目線からの商品提供ができるかが大きな課題に

23%

なりつつある。エネルギーにあっても、スマートメータ
の普及や、家庭やビル等における情報通信技術の普及拡
大は、いかに最終消費者一人一人に必要とされるエネル

米国におけるリテールDRプログラムのピーク

ギーサービスを提供できるかが勝負の分かれ目になって

削減ポテンシャル(2012年)

くるのではないだろうか。

出 所 ） FERC, 2014 Assessment of Demand
Response

and

Advanced

Metering

Staff

Report, December 2014.

まさにエネルギー産業においてもサプライサイドから
デマンドサイドへのパラダイムシフトが始まろうとして
いる。

さて、エネルギー産業における規制緩和は、これまで
とは全く異なった見方が必要になってくるに違いない。

おわりに

従前のような供給責任に代わって自由競争が前提とな

エネルギーの需要実態をきめ細かく把握し、詳細な需

る。となると十分な余力を確保して電力を供給すること

要構造を解析できる体制をいち早く整えた事業者が新し

は、コストを押し上げる要因になりかねない。それは、

いサービス展開において優位に立つと思われる。規制緩

経済合理性に沿った供給余力の範囲で自由競争に立ち向

和が足かせや障害になるのではなく、最終消費者にとっ

かうことを意味することになるだろう。いわゆるディマ

てこれまでにない新しいエネルギーサービスを享受でき

ンドリスポンス(DR)が電力供給戦略上大きな意味を持ち

るような新たな展開を期待している。

始めるかもしれない。
エネルギーのベストミックスが需要分野においても
またこれまでのように電力とガスとの対立的な議論は

次々と提案されることを願ってやまない。

全く意味を持たなくなるだろう。まさにガスアンドパ
5
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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

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

プロフィール

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

黒川 浩助（くろかわ・こうすけ）

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

博士（工学）

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

東京農工大学 名誉教授

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

福島大学 客員教授

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

再生可能エネルギー協議会 代表

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。

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

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

参加。1993年早稲田大学より工学博士

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

授与。電子技術総合研究所エネルギー

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

情報技術研究室長を経て、1996年東京

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

農工大学工学部教授。約70名の修士と

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

8名の博士を育てた。2008年よりAES

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，

センター特任教授。2007年再生可能エ

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

ネルギー協議会設立・代表。

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，
6
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パワエレも動員し変動を系統全体で均して利用。スマー

貫操業実験のため，直並列に組み合わされる各工程の入

トグリッドの基本発想，電気技術論的には絶対の自信が

り口・出口の製品仕様境界条件を調整。製品の性能・形

あった。このスケッチのおかげで，新規要求が通った。

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

しかし周囲は，この提案を電力会社は取り合わないと

フェース基本設計ができた。最終年度の実証運転では，

見ていたが，電力中央研究所を大先輩の故・中村宏理事

実際の歩留まりを含む貴重なデータを取得。日本が一時

の尽力でクリア。その後は同研究所武田行弘博士（本来

期「世界トップ」になった技術的な側面である。

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

ここで紙数は尽きたが，本来一番書きたかったことは

技術的決め手となる。1994年から住宅連系システム補助

本投稿タイトル「多面的に拡大していく太陽光発電産業

金開始，日本の太陽光発電産業が離陸。初期に，米国で

バリューチェーン」と図を先に用意して書き始めたが，

「住宅連系計画」をナンセンスだと笑われたが，その後

結果的にその内容より，まず，「明確なイメージ」を持

再会した相手は「おまえの計画は大したもんだ！」。

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

1980年10月に新生NEDOに出向，系統連系計画の拡充

り，大きな理想を実現できたと実感している。下図は，

を先ず担当。併せて，新予算が用意されていたが空白状

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

態の太陽電池生産技術研究計画を再構成した。シリコン

めながら，心を込めて作成した。太陽光発電や他の再生

原料から太陽電池モジュールまで全部で7工程の年産

可能エネルギーとの地域的・有機的な融合システムの絵

500kW/年自動化ライン構想の実施設計を実施。一気通

姿を下記の流れ図に託すこととする。

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！）
7
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エネルギーレジリエンス評価の時代へ
東京工業大学 特任教授

金谷 年展

■国土強靭化とエネルギーレジリエンス
２０１２年１２月、現安倍政権誕生と同時に国土強靭化担当大臣が創設さ
れ、政府の国土強靭化（ナショナルレジリエンス）政策がスタートしました。
翌２０１３年１２月には、国土強靭化基本法が国会で成立。総理大臣を本
部長、全閣議を本部員としたオール省庁体制の国土強靭化推進本部ができ、
さらに２０１４年６月には最上位のアンブレラ計画（全ての国の基本計画の
上位に立つ計画）として、国土強靭化基本計画が閣議決定されました。
また、地方自治体による地域強靭化計画の策定も進んできており、計画策
定自治体は政府の補助金などで優遇されるため、都道府県のみならず市町村
でもこの動きが加速してきています。
さらに国土強靭化基本計画に基づき、民間の叡智を結集して国土強靭化を
進めるために一般社団法人レジリエンスジャパン推進協議会（代表：三浦 惺
ＮＴＴ会長、エネルギー担当理事：柏木孝夫

東京工業大学ＡＥＳセンター

長）が設立され、ＡＥＳセンターはそのエネルギー分野の幹事を担うことに
なりました。
この国土強靭化政策では、12のテーマ分野（①行政機能／警察・消防等②
住宅・都市③保健医療・福祉④エネルギー⑤金融⑥情報通信⑦産業構造⑧交

プロフィール
金谷 年展（かなやとしのぶ）
博士（工学）
東京工業大学 特任教授
一般社団法人レジリエンスジャパン推進協
議会 事務局長

通・物流⑨農林水産⑩国土保全⑪環境⑫土地利用（国土利用））と3つの横断
的分野（①リスクコミュニケーション②老朽化対策③研究開発）で施策が進
められてまいりますが、この中でもエネルギー分野は最も重要なテーマの一
つといえます。
エネルギーレジリエンスを進めるための基本計画では、
1. 地域における自立・分散型エネルギーの導入推進と国産エネルギーの確保

1990年東北大学大学院理学研究科博士課程
修了（理学博士）。1990年(株)富士総合研
究所入社、同社主事研究員の後、慶應義塾
大学大学院政策メディア研究科教授などを
経て、2012年5月より現職の東京工業大学
ソリューション研究機構特任教授に就任。

2. エネルギー供給施策の耐災害性の向上及び防災体制の強化
3. ＢＣＰ（事業継続計画）／ＢＣＭ（事業継続マネジメント）構築の促進

国土強靭化担当大臣私的諮問委員会『ナ

4. 強靭なスマートコミュニティの構築

ショナル・レジリエンス懇談会』委員、内

などが重点項目に入っています。
こうした中でレジリエンスジャパン推進協議会ではワーキンググループ
（ＷＧ）を設置して政府への提言を行っていますが、それが発端となりエネ
ルギー分野のマーケットに大きな影響を及ぼすいくつかの動きが出てきまし

閣府『国連防災世界会議準備会合』委員、
内閣府『戦略的イノベーションプログラム
評価委員会』委員、『バイオマス産業都市
選定委員会』委員、総務省『自治体主導の
地域エネルギーシステム整備研究会』委員、

た。そのひとつが企業や住宅、コミュニティなどへのレジリエンス評価の認

環境省『家庭エコ診断推進基盤整備事業検

定制度への動きです。

討委員会WG』委員長なども歴任。

8
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■レジリエンス評価の時代へ

機構理事長）では、住宅のレジリエンス評価のあり方を

内閣官房では２０１６年度に、レジリエンス評価・認

検討し、2016年中にはライフラインの自立性などの安定

定制度をスタートさせていくことになりました（日本経

も含む「Casbee（建築環境総合性能評価システム）レジ

済新聞掲載記事を掲載）。これは、ＢＣＰ／ＢＣＭを

リエンス」がスタートする予定です。

しっかりと実施し、レジリエンスに貢献している企業や

住宅、建築物、コミュニティ、企業・・・・・・・・

施設、事業などを政府によって評価・認証していく仕組

今始まったレジリエンス評価の動向は、レジリエンスへ

みです。

の民間投資を促進していくものと思われます。また、エ

この仕組みは、今後のエネルギー分野にも大きく関
わっていきます。災害時にエネルギーを供給できる施設

ネルギー自由化時代にレジリエンス評価は安全・安心を
担保できるもう一つの重要な要素と思われます。

かどうか？その地域は災害時に必要なエネルギーをまか

最近注目の総務省「自治体主導の地域エネルギーイン

なえるのか？など、地域や建物のエネルギーレジリエン

フラ事業」での新たなインフラの考え方においても、こ

ス率についても重要なファクターとなってきます。

うしたレジリエンス評価によって政府や自治体の強靭化

こうしたエネルギーレジリエンスの中でも、とりわけ

投資をうまく一体化させることで事業収支を改善させ、

大 き な 役 割 を 果 た す の が 「 Ｖ to Ｘ （ Vehicle to

地域エネルギー事業普及の後押しになっていくと考えて

Everything）」です。電気自動車や燃料電池自動車のよ

います。

うな電動車両を動く蓄電池、動く発電装置として、ス
マートでレジリエントなコミュニティの評価のひとつに
しっかりと位置付けていくことです。これはポストＦＩ
Ｔ（固定価格買取制度）として注目される再生可能エネ
ルギー普及促進のキーファクターでもあり、ＶtoＸを今
後どのように実現させていくかは大きな課題です。
これに関しては、協議会の「ＶtoＸの活用を視野に入
れた強靭なスマートコミュニティのあり方検討総合Ｗ
Ｇ」（座長：柏木ＡＥＳセンター長）で議論しています
が、2016年中には地域エネルギーレジリエンス普及の新
しい指標を構築していく予定です。
指標づくりの参考として、経済産業省の補助事業でＦ
Ｓ調査に採択された大阪府大東市の例があります。同市
では小学校を①災害的にも絶対に供給が止まってはいけ
ないエネルギーの最重要負荷②できれば止めない方がい
い重要負荷③止まっても問題のないその他負荷−と区分
けにして試算し、災害時にも電力、熱供給が継続できる
コジェネや再エネなどを導入する等、レジリエントなエ
ネルギーシステムのあり方を検討しています。この調査
の中で、ごみ焼却施設の更新時にエネルギーシステムの
見直しを実施すると、最も事業性が高いことも分かって
きました。
今後はエリアをどう区切るべきか、災害に強いエネル
ギーシステムの基準はどうすべきか、平時の活用（バー
チャルパワープラント＝分散型電源を統合制御すること
で電力供給力を確保する方式

等）との調和性−等課題

はありますが、地方自治体や地域の新しいエリア価値と
して評価されていくでしょう。

日本経済新聞2015年12月9日掲載

さらに「レジリエンス性を確保した住宅のあり方検討
総合ＷＧ」（座長：村上周三

建築環境・省エネルギー
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東京ガス共同研究部門の活動紹介
スマートエネルギーネットワークの実証・実装に向けての取り組み
荒木和路（特任教授）、永井 猛（特任准教授）、山田幸充（研究員）
長谷川隆三（研究員）、佐藤大輔（研究員）
東京ガス共同研究部門の活動の一端をご紹介いたしま

先行開発されているⅠ街区では第一スマエネセンター

す。東京ガスは、化石燃料の有効利用と、太陽光・太陽

を中心に、港区の施設と「愛育病院」が設置されまし

熱などの再生可能エネルギーの最大限の活用を目指し

た。また、今後はⅡ-2街区の開発を進め、Ⅱ-2街区側に

て、スマートエネルギーネットワーク（以下スマエネ）

設置する第二スマエネセンターとⅠ街区の第一スマエネ

の実証・実装と取り組んでいます。

センターを連携することにより、スマエネの拡張を予定
しています。

スマートヒートグリッド（以下SHG）適用
の可能性と実装に向けた課題整理
当部門では自ら開発中の熱ルータを利用し
たSHGを提唱しています。その特徴は次の通
りです。
 自己熱源を持っているビルをつないで熱を
相互に融通する
 各建物の最大設備容量の10%の配管で大き
な効果を発揮し、 経済性と省エネを両立さ
せる。
これらの特徴を活かすべく首都圏3か所でSHG導入可

2．評価の目的

能性を中心とした検討を行いました。

本スマエネは、熱源と需要家の統合制御を行う日本で

1. 豊島区との共同研究（2011年度）

初めての事例であり、プラントだけでなく街区全体での

「池袋副都心地区スマートコミュニティ構想検討会

省エネルギーを考慮した最適制御を行うシステム

議」

【SENEMS】を導入しています。運用開始後、暖房シー

2. 浦安市との共同研究（2013年度）
「 低炭素化」 と「エネル ギーBCP」を 推進する た

搬送動力等を含めた統合制御の完成度を高める段階に来

め、分散型エネルギーインフラ導入可能性について

ています。この最適解を追及すると共に、Ⅱ-2街区の計

調査しました。

画にも反映していく予定です。

3. 横浜駅周辺地区におけるSHG導入検討（2014年度）

また他の地域への展開に活用するため、従来の地域冷

地域冷暖房と隣接する既成市街地において地下道な

暖房から進化したスマエネ第一号として、稼働実績の評

どの公共空間を活用したＳＨＧの導入可能性につい

価・分析を行うものです。

て検討しました。

田町スマートエネルギーネットワーク（Ⅰ街区）にお
ける最適制御の評価・検討（2015年度・予定）
１．プロジェクト概要
田町駅東口北地区では、港区の「田町駅東口北地区街
づくりビジョン」に基づき、港区、愛育病院、東京ガス
グループ等が官民連携し、エネルギーの面的利用や未利
用エネルギー等の活用を行ったスマエネを構築し、
1990年比で45％のCO2削減を目指し、環境性・防災性
に優れた複合市街地の形成を推進しています。
10
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三菱商事共同研究部門の活動紹介
スマート水素ネットワークの実現への取り組み
森原 淳（特任教授） 、三谷 崇（特任助教）、冨田 哲爾（研究員）
2014年に経済産業省より提言されたエネルギー基本計

スマート水素ネットワーク

画において、水素の重要性について述べられた。「安定

電力のネットワークでは、消費者の需要に応じて発電

供給と地球温暖化対策に貢献する水素等の新たな二次エ

設備が稼働し、需給バランスを保つ必要がある。ただ

ネルギー構造への変革」とされており、“水素社会”の実現

し、再生可能エネルギーの導入が進むと、発電量の制御

に向けた取組の加速として、積極的な取り組みが推奨さ

が難しくなる。こうした中で、水素を中心とした電力の

れている。このような背景の元、三菱商事共同研究部門

安定化の方法が考えられている。すなわち、図の下にあ

では、大規模な水素の海外からの導入に焦点を置き検討

る電力系統において余剰となった電力により、水の電気

を開始した。

分解から水素を製造し、これを貯蔵する。電力や熱の需
要が高まった際は、燃料電池により貯蔵水素から電力や

グローバル水素の検討

熱を生産し、更に、輸送用の燃料として燃料電池車にも

水素は、国内において既に数億トンのレベルで製造さ

使用する。このように、電力系統の中に、水素を組み込

れており、これらを活用することで、ここ数年の燃料電

むことにより、より柔軟性を持たせたシステムを“スマー

池やコージェネなどに対応する量は対応が可能と一般的

ト水素ネットワーク”と名付けた。

に言われている。しかし、今後、発電分野での活用な

そして、この様なスマート水素ネットワークの運用仕

ど、それ以上に利用が進む際には、海外から二次エネル

方や要素機器の規模感などの基本的な概念について、ま

ギーとして輸入することが予測されている。この課題と

ずは小規模な長崎県対馬市などの離島を対象として実証

しては、大きく分けて二つある。一つは、海外における

を検討している。

CO2フリーの水素源を特定する事、及び、国内に持ち込ん

離島では、自然資源が豊富なので再生可能エネルギー

だとき、この水素をどのように、電力系統と連携して活

を設置する機会も多いが、需要が少なく系統に負担であ

用していくかである。

り、一部の離島では出力制限も始まった。すなわち、ス

最初に、海外に於いて、如何にしてクリーンな水素を
入手するかについては、再生可能エネルギーにより作ら

マート水素ネットワークの検討が離島では既に必要と
なってきている。

れたエネルギーを活用に電気分解により水から水素を取

本共同研究部門では、この実証を通して、グローバル

り出すことにより、完全にCO2フリーな水素を作り出すこ

水素の検討と共に、水素に関連した大規模な事業の創造

とができる。また、たとえ化石燃料から水素を製造した

に務めている。

場合でも、その製造の為に排出されたCO2を大気に放出
しなければ、CO2フリーの水素と言える。したがって、排
出されたCO2 を回収し、地底深くに埋めるCCS（Carbon
Capture Storage）というプロセスにより、クリーンな水
素を製造できる。
三菱商事共同開発部門としては、これらの可能性があ
る国を選定して、水素生産のコスト試算、概略経済性の
評価、及び水素の大量生産および輸送の条件整理という
課題を掲げ検討してきた。
まず、水素製造する地域の地理的条件が限定され、日
本からみて遠方であると、ロジステックのコストが無駄
になり、東南アジア等に限定される。また、水素が再生
可能で生産されても、地域で使われて余剰にならない場
合入手困難となる。以上から、インドネシア、マレーシ
ア、オーストリア、ニュージーランドを重点地域として
検討を進めている。

スマート水素ネットワーク
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ENEOS共同研究部門の活動紹介
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）
エネルギーセキュリティー確保と低炭素社会構築のた

輸送され、再び水素化反応に利用されます（図1）。水

めに水素エネルギーの活用が期待されており、官民挙げ

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

ての水素インフラ構築への取り組みが進められていま

出すことが可能で、将来は再生可能エネルギーを活用し

す。JX日鉱日石エネルギー（以下、JXE）では水素社会

た水素を利用することで、低炭素社会を構築できると考

の実現に向けた様々な取り組みを行っており、水素エネ

えています。

ルギー活用に関する研究の一部をＥＮＥＯＳ共同研究部

トルエン、メチルシクロヘキサンはガソリンに含まれ

門で実施しております。今回はＪＸＥにおける水素イン

る成分であり、既存のタンカー、ローリー等のインフラ

フラ構築への取組状況およびＥＮＥＯＳ共同研究部門に

設備の利用が可能です。表１に示す通り、この方式では

おける研究活動の一端をご紹介いたします。

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。

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。
有機ハイドライドを活用した水素サプライチェーン
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
３．ENEOS共同研究部門での研究開発

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

ENEOS共同部門では東京工業大学内の研究室と協力し

済的に水素を輸送することが重要となります。現在、高

て、未利用水素や再生可能エネルギーといった様々な水

圧水素輸送、液化水素輸送技術が実用化されています

素源を活用するための研究開発を実施しています。テー

が、ＪＸＥでは常温常圧で液体による高効率な輸送がで

マの一つである、製油所の未利用水素では、水素含有率

きる有機ハイドライドの技術開発を進めています。

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

有機ハイドライド法は、トルエンに水素を化学的に固

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

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

開発を実施しています。ENEOS共同研究部門では水素製

び、ステーションで水素を取り出し供給するシステムで

造、貯蔵、輸送に至る水素サプライチェーン全体の構築

す。水素を取り出した後のトルエンは、水素製造場所に

に資する研究開発を実施していきます。

各種輸送方式によるエネルギー輸送量の比較
燃料種
ガソリン

輸送手段
タンクローリー

（ガソリン30kL）
3

高圧方式（45MPa）

高圧トレーラー

6kNm

有機ハイドライド方式

タンクローリー

15kNm3

水素
＊前提：燃料電池自動車水素充填量

12

搭載水素容量

50Nm3/台と仮定

充填可能な車両数
ガソリン車

約500台分

＊

FCV車

約120台分

FCV車＊

約300台分
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NTTファシリティーズ共同研究部門の活動紹介
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）
東日本大震災以降、エネルギー安定供給への関心が高

ギーの発電量の電力見える化、さらに、電源設備を遠隔

まり、再生可能エネルギーや分散型電源を積極的に活用

で制御する省エネ・節電サービスを提供しています。ま

するスマートコミュニティが注目を集めています。国内

た、防災拠点の電源確保を目的に、地区交流センターに

各地でさまざまな実証実験が行われており、いよいよ実

「複合型再生可能エネルギーシステム」が設置されてい

ビジネスに移行しようとしています。本稿ではNTTファ

ます。このシステムは、商用電源、太陽光発電と蓄電池

シリティーズ共同研究部門が実施しているスマートコ

で構成されており、平常時は、蓄電池への充電が自動的

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

に行なわれ、非常時は、蓄電池から負荷へ無瞬断で切り

紹介します。

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

■スマートコミュニティを実現する技術開発

を放電させ、契約電力量を超えないように制御すること

スマートコミュニティを実現するエネルギーマネジメ

も可能となっています。その他にも、EV充電スタンドが

ント技術としては、ビルごとに独立したエネルギーマネ

接続されており、EVの蓄電池を遠隔で充放電することが

ジメントを行なうBEMSからクラウドを活用して複数のビ

可能です。

ルを群管理するシステムへと発展し、さらに最近では地

この北上新電力のモデルは、電力の地産地消を実現

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

し、地域内で資金を循環させて地域活性化に貢献できる

分散型電源の情報まで管理し、地域全体でエネルギーの

モデルとしても期待されます。

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

あじさい型スマートコミュニティのCEMS

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

■NTTファシリティーズ共同研究部門での研究開発

発電量と需要量の予測、需給管理計画の作成及び系統運

本稿で紹介した「北上市あじさい型スマートコミュニ

用者である一般電気事業者への提出などの運営業務を

ティ」以外にも各地でCEMSを活用したスマートコミュニ

担っています。

ティが構築され始めています。今後、CEMSには発電/需

また、北上市のあじさい型スマートコミュニティで

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

は、図に示すように、市庁舎、学校や地区交流センター

るものと思われます。また、ビジネス面では、低炭素で

など計25箇所の公共施設や地域内の電源設備が、情報通

強靭なコンパクトシティの実現に向け、様々なアイデア

信ネットワークでCEMSに接続されています。具体的な

が創出されます。引き続き、CEMSを活用したスマートコ

サービスとしては、全施設の需要量や再生可能エネル

ミュニティ事例を調査していきたいと考えています。
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東芝共同研究部門の活動紹介
新興国における公共交通機関の普及に向けた取り組み
寺井清寿（特任教授）、代田孝広（特任助教）、増井玲子（研究支援員）
近年の環境保全に対する意識の高まりに伴って、省エ

いたBRTの有効性などを検討しています。また、鹿児島

ネおよび低炭素化を考慮したインフラに対するニーズが

市では路面電車向けの架線レス走行試験も実施してお

高まっています。東芝では、効率的なエネルギー活用の

り、こうした都市交通ソリューションを海外展開も含め

実現を目指して都市交通ソリューションの構築に取り組

て検討しています。

んでおり、東芝共同研究部門において、LRT、BRTなど環
境負荷の低い公共交通機関の普及に向けた研究を行って
います。ここでは、その内容の一部をご紹介いたします。
1．都市交通における課題

3．東芝共同研究部門での研究開発
新興国では、自動車・オートバイの利用形態やLRT、
BRTなどの公共交通機関に対するイメージが先進国と異
なるため、交通／都市計画立案の段階で各地域の特性を

世界的な取り組みとして、自動車分野では省エネおよ

十分に配慮する必要があります。そのため、人間環境シ

び低炭素化に向けて、電気自動車やハイブリッド車の普

ステム専攻屋井研究室・室町研究室、土木工学専攻福田

及促進、エンジンの高効率化などが行われています。そ

研究室と共同で、さらに、カンボジア・国土整備・都市

の結果、自動車自体からのCO2排出量は年々減少しています。

化・建設省、フィリピン・フィリピン大学、タイ・チュ

しかし、都市部への人口集中により交通渋滞が発生し

ラロンコン大学、インドネシア・ブラビジャヤ大学、ベ

ており、渋滞時の排気ガスによる環境汚染の削減が課題

トナム・ホーチミン工科大学の研究者等とも連携して、

となっています。日本では、渋滞発生を抑制する施策と

東南アジアでの研究を進めています（図２）。

して、公共交通機関の整備による交通量の削減、道路構

カンボジアとインドネシアでは、公共交通機関を新規

造の改善、パーク&ライドなどの交通需要マネジメントの

導入した場合の交通需要の傾向について分析を行うため

導入などが行われています。また、公共交通機関の普及

に、交通機関利用者に対して選好意識調査を実施しまし

に対するニーズは、経済発展に伴う自動車、オートバイ

た。その結果、公共交通機関に対して「安全性」「低運

の急激な増加により、深刻な交通渋滞が発生している新

賃」「定時性」を求めている傾向を確認しています。ま

興国でも高くなっています。

た、新興国ではバイクタクシーやトゥクトゥクをはじめ
とするLAMAT ( Locally Adapted, Modified and Advanced

2．東芝の取り組み

Transportation；本共同研究部門が提案するパラトラン

都市交通に関するニーズに応えるため、東芝では、図

ジットの新呼称 ) が存在します。目的地までdoor to door

１に示すように、環境負荷が低く、速達性と定時性を両

で移動できる利便性の高さから市民の足として定着して

立したLRT、BRTを主軸とした都市交通ソリューションを

いるため、公共交通機関の普及にはLAMATとの共存が必

検討しています。

要であると考えています。そこで、LAMAT事業者に対す

その取り組みとして、東京都港区でのコミュニティバ

る調査も行い、需要面と供給面から分析を行っています。

スを用いたEVバス実証運行、川崎市でのEVバスの商用運

本共同研究部門では、さらに新興国における調査と分

行、全日本空輸株式会社の社用バスとしてのワイヤレス

析を深め、環境負荷の低い、持続可能な交通ソリュー

充電システムの実証事業などを行っており、EVバスを用

ションの実現に向けて研究を進めて行きます。

図１ 東芝の都市交通ソリューション全体図
14

図２ 現地調査対象都市
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日立製作所共同研究部門の活動紹介
お客様との協創による共生自立分散型のスマートコミュニティ
稲毛真一（特任教授）

私たちを取り巻く、社会・市場は大きく構造変化して
います。時代の趨勢として、
• 「集中・所有・消費」型から「分散・共有・循環」型
へ・ヒト・モノ・カネが自由に移動する自由貿易圏の
拡大
• 新興国が世界の経済成長を牽引
• 北米シェールガス等、エネルギー資源を軸にグローバ
ル市場構造が変化
これらの変化に伴い、持続可能な社会実現を達成して
いく必要があります。日立では、「共生自立分散」と

「柏の葉」のスマートシティ

「お客様との協創」で新たな価値を生み出し、豊かな世
界を目指します。

として、柏の葉プロジェクトを紹介します。上図に、柏
の葉、スマートシティの特徴を示します。柏の葉は、災

■共生自立分散

害の強い街づくり−より安全・安心にくらせる街づくり

日立では、「共生自立分散」を重要なキーワードとし

−をコンセプトに、三井不動産殿をプロジェクトリー

ております。共生自立分散は、「相互に依存しあう重要

ダー、日建設計殿をトータルコンサルティング担当とし

な社会インフラにおいて、個別最適では限界があり、そ

た協創の中で、日立はBCP及びLCP (Business Continuity

れぞれのインフラが連携して、協調した、全体最適の使

Plan/Life Continuity Plan)、特にITとトータル制御システ

い方が必要になる」という視点に立ったものです。この

ム構築に寄与致しました。その中で、太陽光発電、蓄電

中では、ITを活用して、相互に連携しあう事が重要とな

池などを導入、地域全体でエコなライフスタイルを実現

ります。

致しました。「IT(情報と制御)」×「省エネ」技術を用い
て、需要予測に基づく電力融通機能を拠点間自己託送に

■お客様との協創

活用しています。さらに、住民参加型の持続可能な街区

お客様の課題を解決するために、お客様と会話をし

運営に寄与した事例として、テナントユーザー、住民向

て、お客様視点で一緒になって取組む必要があります。

けタブレット端末を配備し、各電力消費量、CO2排出量を

これが日立の目指している「協創」です。ITを活用し、

ビジュアル的に確認できる等のサービスも実現していま

データを収集し、分析・予測を行い、そこからフィード

す。

バックし、お客様の事業の成長と社会解決に取組む。そ

このように、日立はこれからもエネルギー分野を中心

して、幅広い経験を生かして対話の場を作り、お客様の

に、スマートコミュニティとその関連技術で高度な社会

事業を改革していくBtoB (Business to Business)が、社会

を実現する社会イノベーション事業に取組んで参りま

イノベーションと考えています。これは、先の共生自立

す。2015年10月より、東京工業大学AESセンターに共同

分散という考え方を企業にあてはめたものです。日立グ

研究部門を設置しました。この中で、東京工業大学の優

ループでは、エネルギー、都市、交通、ヘルスケア、水

れた人材、自治体、企業などAESセンターを介したチャン

などの社会イノベーション事業に力を注いでいます。そ

ネルを有効に活用して「共生自立分散」と「お客様との

れらが自立的に動き、全体が連携しながら、課題を解決

協創」、この二つを、特に社会インフラの観点から進化

でき、社会イノベーション事業の進化につながるという

させます。特に佐藤勲副学長の研究室からご指導を頂

ものです。

き、日本のインフラプラットフォーム創造に貢献してま

日立の二つの重要なキーワードである、「共生自立分
散」、「協創」によるスマートコミュニティーの具体例

いる所存でありますので、皆様のご指導、ご鞭撻の程、
何卒よろしくお願い申し上げます。
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プラットフォーム活動紹介
AESセミナー

当センターでは、2015年度に、下記に示す会議など
の開催を計画しています。各々の会議の特徴や狙いを

2015年度から新たに開催します。AES関連教員の
講演を起点に、会員と講師の議論を通じて、社会
的課題の解決方法を共に探ることを目指します。3
回/年程度の開催を計画しています。

ご紹介します。シンポジウムを除いて対象者は、原則
として会員と東工大教職員になります。

シンポジウム
研修会

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。
参加者はWeb等を通じて広く募集しています。お
およその開催頻度は1回/年で、過去7回開催しまし
た。新聞紙面による開催報告も行っています。

学外の開発・実証・実用化の各段階にある先行事
例を会員と共に視察し、社会実装の推進に必要な
課題を共有することを目指します。今年度は2回の
開催を予定しています。過去8回開催しました。

研究推進委員会

イブニングセミナー

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。
参加対象者は企業会員、自治体会員、関連教職員。
今年度は2回の開催を予定しています。過去33回開
催しました。

学内外の研究者と会員の対話を通じて研究課題を
発掘することを目指しています。20人程度の人数
で開催することにより、密度の高い議論を可能に
しています。これまでに17回開催しました。

開催一覧
月

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

シンポジウム

9日

研究推進委員会

12日

AESセミナー
研修会

16日
24日

10日

16日

26〜
27日

19日

イブニングセミナー

4日

特別行事

17日

16

11

13日

15日
10日

29日

2日

20日
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開催報告
シンポジウム

説明。金谷特任教授は地域活性化に向け、エネルギー事

第8回AESシンポジウム

強靭化につながると示唆。柏木センター長は「知行合一

日時：2015年11月9日（月）

の精神」で大学の知とAESのソリューションをつなげる

場所：大岡山キャンパス蔵前会館 くらまえホール

体制が重要とまとめた。

参加：206名
「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」がテーマのシンポジウム。
司会はAESセンターの白井特任教授が務めた。
開会挨拶で大谷理事・副学長は、同シンポで地域での
スマート化や分散型エネルギーシステムのあり方を議論
し、方向性を見出すことに期待を寄せた。
特別講演では総務省の猿渡審議官が、同省で進めてい
る分散型エネルギーインフラプロジェクトを紹介した。
地域は熱需要が多く、熱インフラの整備がカギという。
自治体主体の地産池消エネルギーシステム構築に向け、
大学の知見を組み合わせたいと熱く語った。
鼎談では環境エネルギー協創教育院の院長である波多
野教授が大学の立場から、高い専門性を持ち、同時に実
プロジェクトをリードする人材の育成を目指していると

業と6次産業化を組み合わせたサービスを地域ごとに作れば

またパネルディスカッションは、ビジネスの観点から
地域活性化への道筋を議論した。NTTファシリティーズ
の眞木理事が地域新電力、東京ガスの村関常務がスマー
トエネルギーネットワーク実装、JX日鉱日石エネルギー
の五十嵐常務が水素インフラ構築、東芝の西田専務がス
マートコミュニティへの取り組み、日立製作所の野本エ
ネルギーソリューション社社長が社会イノベーション事業、
三菱商事の柏木本部長が水素を始めとした世界的な環境
事業をそれぞれ紹介、各社の立場から議論した。コー
ディネーターの小鑓特任教授は、プロジェクトを進める
には産官学民公それぞれが中心となって分野を統合･推進
するべきと、オープンイノベーションの重要性を強調し
た。
最後に佐藤副学長・AES副センター長が、AESは地域活
性化に向け「社会科学的視点を含めたシステムの提案を
推進することが必要」と結論づけた。
シンポジウムの模様は日本経済新聞12月5日付に掲載さ
れた。

研究推進委員会
第33回研究推進委員会
日時：2015年3月12日（木）
場所：大岡山キャンパス西8号館
参加：約90名
はじめにAES事務局から①2014年度「受託研究成果報
告書」の完成。企業会員に送付中であることと②会員継
続依頼の再度のお願いをした。また、今回のオブザー
バー参加として、静岡県とテス・エンジニアリング㈱の
紹介をした。
まず「時事講演」では、柏木孝夫AESセンター長が、
地域のエネルギーシステムで熱導管を重要なインフラと
位置づけ、公共事業の一つとして民間投資を促すことが
必要であると強調。続いて中上英俊特任教授は、省エネ
対策にはまだ余地があり、掘り起こすにはきめ細かな
データ取得を積み上げる努力が必要であると述べた。
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特別講演では、経済産業省の小見山康二室長が温暖化政

共同研究部門・川崎憲広特任助教、AESセンター・黒

策の概要から現在の動向を紹介。残されている民生分野へ

川巧研究員）を紹介し、会は終了した。

の省エネを進め、きめ細かな対策を行うことを示した。
休憩後、「地域の取り組み」3講演が行われた。静岡

第34回研究推進委員会

県富士市・赤池慎吾主査は、総務省のプロジェクトによ

日時：2015年7月16日（木）

り、天然ガスコジェネ、木質バイオマス等を含めたマス

場所：大岡山キャンパス西8号館10階大会議室

タープランを作成中とした。静岡県浜松市・北村武之副

参加：約100名

部長は、2014年12月に開催されたシンポジウムの結果
を報告、スマートシティ推進協議会を設立、AESの協力

はじめにAES事務局から、2015年度の新規会員企業と

を要請した。続いて沖縄県久米島町・高橋義男氏は、地

して㈱大林組、大和ハウス工業㈱、テス・エンジニアリ

域資源の海洋深層水を活用した循環コミュニティの推進

ング㈱、前田建設工業㈱、横河ソリューションサービス

事例を紹介した。

㈱の紹介をした。

「講演会」では、東京ガス共同研究部門（荒木和路特

特別講演では、経済産業省資源エネルギー庁の稲邑拓

任教授、永井猛特任准教授）が取り組む「スマートヒー

馬室長がエネルギーミックスの検討状況について講演。

トグリッド」の研究について、東芝共同研究部門（寺井

政策目標に向けてコスト算定、振興策や規制等も並行し

清寿特任教授）がスマート交通ソリューションの活動概

て進めていることを紹介した。

要 を 、 AES 内 野 善 之 セ ン タ ー 長 補 佐 が ス ー パ ー コ ン

時事講演で柏木孝夫AESセンター長は、ドイツのシュ

ピューターTSUBAMEの整備計画を中心に、それぞれ報

タットベルケ視察について報告した。大手電力会社が送

告した。

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

また、AESの小田拓也特任准教授が、2014年の活動報

組みが長く生き残っている理由とし、日本版は民間とも

告と2015年度の計画を連絡した。最後に、AES退任教員

連携した一体化のまちづくりを狙うべきとした。続いて

（ENEOS共同研究部門・松本吉彦特任教授、NTTファシ

金谷特任教授は「地域課題の解決がエネルギービジネス

リティーズ共同研究部門・島陰豊成特任准教授、三菱商事

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。
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休憩後、中之条電力の山本政雄理事より、日本初の自

次に、金谷年展特任教授が「エネルギーと強靭化」で

治体主導新電力について講演いただいた。現在、3カ所

講演。国土強靭化基本法の成立から、全省庁横断型の

の太陽光発電所（5MW）から公共施設に電力供給してい

オールジャパン体制で、国土強靭化（レジリエンス）に

るという。

流れていった経緯を説明した。2014年7月に活動開始し

また講演会では、三菱商事共同研究部門の森原淳特任

たレジリエンス推進協議会も紹介した（柏木センター長

教授が、3年目を迎えた対馬プロジェクトの進捗状況を

は理事、AESセンターは幹事団体に参画）。協議会では

説明した。また、JST CRESTの研究総括である東工大大

さまざまな分野の強靭化WGが立ち上がり、それぞれ検

学院理工学研究科の藤田政之教授は、JST CRESTと、採

討しているという。また、バイオマス産業そのものだけ

択された研究領域「分散協調型EMS構築」について説明

では収支が合わず、地域の雇用につながらないため、同

した。生産、流通、消費をネットワーク化した上でエネ

時に、地域にお金が循環するビジネススキーム（雇用促

ルギー需給を総合的に管理・制御した「超スマートEMS

進、観光促進。6次産業化、レジリエンス等が密接に結

構築」を目指すとしている。

びついている）を考えることを提案した。

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

AESセミナー
第1回AESセミナー

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

日時：2015年4月24日（金）

動報告と今後のイベントについて案内した。また、本日

場所：大岡山キャンパス蔵前会館ロイアルブルー

のセミナーの狙いを説明した後、座長･司会進行の小鑓隆

ホール
参加：約80名（オブザーバー参加2名含む）

史特任教授にマイクを渡した。
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

はじめに、 AESの小田拓也特任教授が今回1回目とな

ネルギー消費を最大20％、米国では16〜20％の省エネ

るAESセミナーの狙いを説明、座長の小鑓隆史特任教授

削減ポテンシャルを試算している。日本は省エネ意識も

が後を続け、司会進行も並行した。

技術も高いが、中小業務部門や家庭部門の省エネにはま

1人目の講演は柏木孝夫AESセンター長「成長戦略にお

だ余地があると指摘。そうした消費者へのきめ細かいエ

ける地域活性化の位置づけ」。地方自治体は、民間が投

ネルギーサービスが、新しいビジネスチャンスをもたら

資しやすい公共事業を考えるべき時期が来ていると提

すとした。2016年度のエネルギー分野の概算要求では、

言。公共事業をエネルギーインフラとして捉え、自治体

省エネ関連に重点を置く（15年度1277億円→16年度

がネットワークを管理し民間事業者が運営を担当、それ

2429億円）という。

を中心に地域の開発を進める、いわゆる「コンパクト＆

続いて寺井清寿特任教授（東芝共同研究部門）は、東

ネットワーク」の概念を提唱した。この実現には、地元

芝のスマートコミュニティに向けた取り組み事例（横浜

のバイオマス資源や分散型導入も取り込める熱導管が

市、宮古島、川崎駅前、仏リヨン市等）を紹介。同社で

キーファクターとしている。

は水素社会構築も視野に入れ、電気･温水･水素のEMSと
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して機能する水素エネルギー供給システム「H₂One」

次に、東工大の柏木孝夫AESセンター長が講演。当日午

を、燃料電池や太陽光発電と組み合わせ、府中工場で実

前中に検討していた経産省のガスシステム改革小委員会の

証しているという。

報告書案を紹介した。ガスの小売全面自由化について、

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。

柏木センター長は保守的な立場をとっており、段階的な
ガス自由化を進めるべきという主張をしている。
AESセンターからのお知らせとして①対馬プロジェク

最後に柏木孝夫センター長は、日本版シュタットベル

トの状況（森原特任教授）②AESが後援した浜松市のス

ケに向けたスマート＆ネットワークの展開について講演

マートシティシンポジウム（2014.12.4開催）の開催報

した。某地域のエネルギー試算額を提示した上で、設備

告（白井特任教授）③AESセンターの取り組み紹介（小

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

田特任准教授）が行われた。

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

参加者から多くの質問があり（主にガスの自由化につ
いて）、活発な議論が行われた。

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。

「田町駅東口北地区Ⅰ街区」研修会
日時：2015年6月19日（金）
場所：第一スマートエネルギーセンター、みなとパーク
芝浦（田町）
参加：約50名
始めに東京ガス（株）都市エネルギー事業部・山本智
美課長に、田町駅東口北地区のスマートエネルギーネッ
トワーク「田町スマエネパーク」をご紹介いただく。そ
の後2班に分かれ、2施設を交互に見学した。
第一スマエネは、東京ガスエンジニアリングソリュー

研修会

ションズ（株）の入江氏より説明いただいた。第一は
2014年11月に稼働、第二は2019年に完成予定。ガス

第17回AES座談会

コージェネを核に再生可能エネルギー（太陽光発電等）、

日時：2015年1月16日（金）

未利用エネルギー（地下水）などを有効利用、かつICT

場所：NTTファシリティーズイノベーション
センター（新大橋）
参加：41名
NTTファシリティーズの植草常雄研究開発本部長より
同本部の概要と、2014年7月にオープンしたイノベー
ションセンターの紹介をいただいた。その後、センター
内の見学を2班に分けて行い、建物内部の詳細を観覧し
た（サーバルーム、「揺れモニ」、可変型制震構造シス
テム等）。
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を用いた需要最適エネルギーマネジメントシステム
「SENEMS」の活用等により街全体の省CO2 化、省エネ

総合研究所内で、技術交流会を開催。同社の方にご参
加いただき、情報交換した。

化、エネルギーセキュリティーを向上させている。
一方みなとパークは、港区芝浦港南総合支所の竹田氏
に施設概要を、環境リサイクル支援部の目時（めとき）
氏に施設に使われている国産木材について紹介いただ
く。2014年12月に開設、行政施設のほか区民施設、ス
ポーツセンター（プール含む）等を有する。SENEMSに
よりエネルギーの需給制御と見える化を行い、気流発生
装置や光ダクトなど、先進技術を導入した省エネ設計を
進めている。

「関西地区エネルギー先端施設」研修会
日時：2015年11月26日（木）〜27日（金）
場所：㈱リチウムエナジージャパン栗東工場（栗東市）、
岩谷産業㈱中央研究所（尼崎市）、
大和ハウス工業㈱総合技術研究所（奈良市）
参加：51名
◆ 第 1 日 （ 11/26 ） ： リ チ ウ ム エ ナ ジ ー ジ ャ パ ン
（LEJ）栗東工場で、奥山社長よりご挨拶いただく。次
に、経営企画部の児玉部長に進行いただいた。同社は自
動 車 用 （ EV 、 PHEV ） や 産 業 用 リ チ ウ ム イ オ ン 電 池
「LEV40」「LEV50」の製造・開発・販売を行ってい

イブニングセミナー

る。第一・第二工場併せて敷地面積10万㎡、生産能力
2200MWh（i-Miev13万台分）という。説明後、同工場

第17回イブニングセミナー

内を4班に分けて見学した。

日時：2015年2月4日（水）

技術交流会を同市にて開催。栗東市の野村市長ほかに
もご参加いただいた。

場所：大岡山キャンパス石川台6号館
講師：AESセンター 小田拓也特任准教授
議 題 ： EV 充 電 ス テ ー シ ョ ン の 分 散 と 集 約 に 関 す る

◆第2日（11/27）：①岩谷産業㈱中央研究所では村

検討

井所長が挨拶、その後牧野シニアマネージャーが同研究

参加：20名

所の概要を説明。続いて、辻上マネージャーが水素のあ
り方から同社の取り組み動向を紹介した。同社は1978年

電気自動車（EV）への充電に関する需要実態等を解

に日本初の水素製造プラントを建設するなど、長年水素の

析・検討について講演した。急速充電所の実績や待ち時

製造、販売に携わってきた。中央研究所内では1）イワタニ

間、費用便益を解析し、1充電所における適切な充電器

水素ステーション尼崎、2）中央研究所建屋内を見学。

設置数、充電所のアクセスと新設の費用便益、EV台数が

質疑応答も行った。

増加した場合の充電所の分散間隔、など、さまざまな面

②大和ハウス工業㈱総合技術研究所では、有吉執行役

からのシミュレーション結果を紹介した。

員が施設概要説明を行った。同社は「ハウジング（住

検討した中での課題として、電池を使ったピークカッ

宅）」「ライフ（生活関連施設）」「ビジネス（商業建

トはピーク時間が短く、電池のコストが高すぎるために

築）」を事業領域としている。研究所は1994年4月設

普及しない。一方で、EVの稼働率も平日昼間は高くな

立。約3万㎡の敷地を有し、環境共生をテーマとした技

い。このことから今後の検討内容として、ピーク時だけ

術開発を進めている。当日は1）Dʼミュージアム、2）テ

EVを使用する仕組みを提案した。他のプロジェクトに移

クノギャラリー、3）石橋信夫記念館を視察した。

行する予定という。
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第18回イブニングセミナー

いずれも一長一短がある上、調査実施が10年に1回の頻

日時：2015年5月13日（水）

度のため、社会的変化に追従できず精度が落ちる面があ

場所：大岡山キャンパス石川台6号館

る。また、民間のデータ利用は個人情報保護の観点から

講師：理工学研究科 国際開発工学専攻 神田学教授

使用不可になる等、調査実施にはさまざまな課題があ

議題：街区スケールの気象観測・予測とその利用

る。

可能性〜地域EMSの構築に向けて〜
参加：20名

今後は、モバイル系のビッグデータと既存の調査を組
み合わせる等の新たな付加価値を模索している。スマー
トシティ評価に向けた分析手法には、エネルギー相互融

神田研究室で研究している都市部での気象予測は、建
築や土木から、人間の温熱感までつながっている技術。

通などの協力行動をどう調査に盛り込むか、これまでと
違った観点が必要になるという。

気象庁から配信される天気予報のデータを取り、都市→
街区まで落として解析する。土地利用やエネルギーを取
り入れた気象予測技術が、確立しつつあるという。目的

第20回イブニングセミナー

により解析技術を使い分けている。与えられた天気予報

日時：2015年7月29日（水）

をPCで解析する方法や観測タワーやスキャニングライ

場所：大岡山キャンパス石川台6号館

ダー、ウェアラブル（装着型）の人体温熱計測システム

講師：㈱東芝 社会システム社鉄道・自動車システム部

といった機器を使う解析、また熱画像風速測定法
（TIV）等も紹介した。
また地域EMSとして同技術を落とし込んだ場合の、太
陽光発電や小型風力発電を利用した気象予測の解析方法
（日射量のモニターや小型風力の分散化による瑣末電力
の集積）が提案された。

第19回イブニングセミナー
日時：2015年6月15日（月）
場所：大岡山キャンパス石川台6号館
講師：大学院理工学研究科 福田大輔准教授
議題：スマートコミュニティに対する交通調査・行動
分析からのアプローチ
参加：13名
車の交通調査・人の行動分析について、歴史的背景や
トレンドを追いながら紹介いただいた。調査手法では首
都圏での「パーソン・トリップ（PT）調査」（1968年
〜）のような世帯ごとの調査から始まり、最近では携帯電
話やETCを利用したビッグデータ取得が確立しつつある。
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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。
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災害対策に結びつけたシステム開発に関する質問に

第22回イブニングセミナー

は、いくつかの自治体カーナビやワンセグ等で予知情報

日時：2015年10月20日（火）

を提供する実証を国内で行っていると回答。他にも多数

場所：大岡山キャンパス石川台6号館

の質問が出た。

講師：東京農工大学 工学研究院 先端機械システム
部門 准教授 池上貴志氏

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

議題：「再生可能エネルギー大量導入時の課題と
様々な対応策」
参加：23名
太陽光発電などの再生可能エネルギーの導入拡大に向
けた動きが活発化している。しかし再エネが大量に導入
されると、周波数調整や余剰電力、配電電圧の上昇など
の課題が懸念される。これには再エネの出力抑制や、分
散EMSを集約するアグリゲーターの運用、系統運用の広
域連携等といったそれぞれの課題解決策が挙げられるこ

浜松市では2013年3月、スマートシティ浜松の実現を

とから、池上准教授はこれらのデータを集め、シミュ

目標に掲げた「浜松市エネルギービジョン」を策定し

レーションにより分析している。発生する課題の種別や

た。日照時間日本一という同市の特性を活かし、太陽光

規模にあわせ、適切な対応策を選択して実行することが

を中心とした再生可能エネルギーの導入に注力してお

重要だという。

り、2030年度に電力自給率20.3%、総電力使用量10％削

再エネ100％の実現には様々な対応策が考えられる。

減（2010年比）を目標に掲げている。具体的な取り組み

今後の検討課題として、まずは必要となる対策量を正し

として、今秋に民間企業と連携した新電力会社の設立等

く見積もること。時間や地域のスケールに応じて異なる

を挙げた。主に再生可能エネルギー電源から電力を調達

課題を、できる限り正確に把握する必要がある。更に

し、周辺の公共施設や市民、事業者等に供給するという。

は、将来の燃料価格や経済競争、他国との関係性、CO₂

現在、目標達成に向けスマートシティ推進協議会を立

排出制約等、中長期の視点で、再エネ普及の費用対効果

ち上げ、会員企業を募っている。官民が連携し、プロ

を把握しなければならないとした。

ジェクトの創生・検討等を進める体制を整える意向だ。

ほかに、ビジネスの観点から再エネシフトへの質問が

このほか、同市が進める予定の実証フィールド数件が紹

出た。これには電気代だけでは経済的優位性を出しにく

介された。

いため、需要家には省エネ提案システムなどを含めた

市民に対する取り組みをどう周知するかという質問に

トータルサービスの提供が重要であるという

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。
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特別講演会

特別行事

日時：2015年6月10日（水）

国際ワークショップ

“ Clean Energy in Asia:

Present Trends and Future Challenges ”

場所：大岡山キャンパス石川台6号館
講師：Dr. Valeriy Maisotsenko, Chief Scientist and
Founder, Idalex Inc. and Coolerado Inc.

日時：2015年2月17日（火）
場所：大岡山キャンパス本館

議題：The Maisotsenko Cycle (M-Cycle) for Power
Generation and Waste Energy Recovery

参加：約40名

参加：11名
開会のあいさつには、東工大の柏木AESセンター長が
立ち、AESセンターが創出したオープンイノベーション
の場で、ぜひパートナーを見つけてほしいと訴えた。
最初に講演したのは、Mott MacDonald社（シンガポー
ル）のDr. Euan Low。世界の人口の3分の2を占めるアジ
アでエネルギー革命の好機が訪れていると指摘した。ペ
トロナス工科大学（マレーシア）の上村芳三教授は、焙
焼したリグノセルロースバイオマスがスペースクーリン
グで有効だと披露。Asia Mortar社（シンガポール）の
Mr. Andrew Auは、セメントを使わない接合材「セムフ
リー（Cemfree）」を使うと、CO₂の排出とエネルギーの
使用を90％減らせると説明。インドネシアの技術評価応
用庁（BPPT）のDr. S.D. Sumbogo Murtiは、下位ランク
の石炭を使った液化・気化技術などを報告。さらに、イ
ン ド ネ シ ア の エ ネ ル ギ ー 鉱 物 資 源 省 の Mr. Utomo
Pratama Iskandarは、石油を取り出しながらCO₂を地中
に保存する技術について語り上げた。Battelle-Japan社の
社長・CEOのDr. Gerald J. Haneは、インターネットの
ルーターに似た「トランザクティブコントロール」によ
る電力網の構築の必要性を説いた。
各プレゼンテーションが終わると、会場からは質問が
相次ぎ、活発な議論が展開された。最後に、AESセン
ターの黒川浩助教授が立ち、エネルギーと環境問題が世
界的な協力によって解決されるとの見識を示しながら、
南アジアと東アジアの技術をつなごうと結んだ。
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講師のメイソチェンコ教授は、気化式冷却プロセスで
ある”Mサイクル(Maisotsenko Cycle)”の考案者であり、
多数の関連特許を取得している。九州大学の訪問教授と
として来日された。始めに九州大学宮崎隆彦准教授から
メイソチェンコ教授をご紹介いただいた後、同教授から
Mサイクルを用いた多数の応用アイデアの紹介があっ
た。
講演では、Mサイクルは熱・物質交換器であり、冷
却、熱回収、濃縮、蒸留等、様々な応用が考えられるこ
と、冷凍空調分野に留まらず発電分野や再生可能エネル
ギーなど多岐の適用が考えられること、などが強調され
た。
質疑では、実証事例や詳細な検討の状況などに関する
質問があった。これに対して、各所で様々な取り組みが
成されており、こうした情報を集約することでブレイク
スルーが得られると考えている、との回答があった。
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AESセンターの概要

目的

組織構成

ＡＥＳセンターは、エネルギーに関する既存の社会イ

ＡＥＳは、共同研究部門（6部門※）と研究推進委員会

ンフラを活かしながら革新的な省エネ・新エネ技術を大

（企業会員47社、自治体会員14自治体※）を中心に構成

胆に取り込み、地球温暖化の回避と安定したエネルギー

されています。これらがオープンイノベーションのプ

利用環境を実現する先進エネルギーシステムの確立を目

ラットフォームとなり、学内外の大学教員と連携して研

指しています。

究プロジェクトを推進します。

そのために、従来の大学研究の枠を越えて企業・行
政・市民などが対等な立場で参画するオープンイノベー
ションにより、大学が持つ多様な研究シーズと社会・産
業が近い将来に直面する課題を結びつけ、そのソリュー
ションを見出すための研究プロジェクトを創出・推進し

研究シーズ
・学内
・学外

社会・産業
課題

ます。
ＡＥＳセンター
東京工業大学

ソリューション研究機構
オープンイノベーション
プラットフォーム

ＡＥＳセンター
センター長
事務局
共同研究部門
ENEOS共同研究部門

共通認識・問題意識の
醸成
・シンポジウム
・研究推進委員会

プロジェクト創生の
土台構築
・共同研究部門
・研究推進委員会

連携の強化
・研修会
・AESセミナー

知の集積から知恵を
創出
・AESセミナー
・イブニングセミナー

NTTﾌｧｼﾘﾃｨｰｽﾞ共同研究部門
東京ガス共同研究部門
三菱商事共同研究部門

多様なプロジェクト創出
・共同研究
・実証研究

東芝共同研究部門
日立製作所共同研究部門
研究推進委員会

先進エネルギーシステムの確立

（※2016年1月現在）
企業会員

自治体会員

47社※
14自治体※
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AESセンター研究体制
共同研究部門設置企業

・日本電技株式会社

・株式会社ＮＴＴファシリティーズ

・バイオマスエナジー株式会社

・ＪＸエネルギー株式会社

・日比谷総合設備株式会社

・東京ガス株式会社

・広島ガス株式会社

・株式会社東芝

・北海道ガス株式会社

・株式会社日立製作所

・本田技研工業株式会社

・三菱商事株式会社

・前田建設工業株式会社
・三浦工業株式会社
・三菱電機株式会社

研究推進委員会参加企業

・株式会社ミライト

・株式会社ＩＨＩ

・株式会社明電舎

・英弘精機株式会社

・矢崎エナジーシステム株式会社

・株式会社大林組

・横河電機株式会社

・大阪ガス株式会社

・横河ソリューションサービス株式会社

・鹿島建設株式会社

・株式会社ＬＩＸＩＬ

・川崎重工業株式会社
・株式会社協和エクシオ
・京葉瓦斯株式会社

参加自治体

・株式会社神戸製鋼所

・沖縄県久米島町

・西部ガス株式会社

・群馬県中之条町

・三機工業株式会社

・静岡県

・株式会社ＧＳユアサ

・静岡県浜松市

・ＪＦＥエンジニアリング株式会社

・静岡県富士市

・静岡ガス株式会社

・千葉県浦安市

・清水建設株式会社

・鳥取県鳥取市

・住友電気工業株式会社

・長崎県

・大成建設株式会社

・長崎県対馬市

・大和ハウス工業株式会社

・兵庫県

・株式会社竹中工務店

・兵庫県淡路市

・千葉ガス株式会社

・北海道石狩市

・テス･エンジニアリング株式会社

・三重県南伊勢町

・東急建設株式会社

・山梨県

・東京ガスエンジニアリングソリューションズ株式会社
・東京急行電鉄株式会社
・東芝三菱電機産業システム株式会社

研究協力企業

・東邦ガス株式会社

・東京電力株式会社

・ナイス株式会社
・株式会社日建設計
・日本環境技研株式会社
・日本コムシス株式会社
・株式会社日本設計
・日本電気株式会社
（2016年1月現在）
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AESセンター教員・職員一覧
役職

氏名

所属・専攻等

センター長

特命教授

柏木

孝夫

ソリューション研究機構

副センター長

教授

佐藤

勲

大学院理工学研究科機械制御システム専攻

特命教授

岡崎

健

ソリューション研究機構

赤木

泰文

大学院理工学研究科電気電子工学専攻

中井

検裕

大学院社会理工学研究科社会工学専攻

教授
学内協力教員
特任教授
准教授

益

一哉
鉄雄

大学院総合理工学研究科人間環境システム専攻

石原

昇

フロンティア研究機構

阪口

啓

大学院理工学研究科電気電子工学専攻

湯淺

和博

大学院理工学研究科建築学専攻

淳

東京農工大学生物システム応用科学専攻

秋澤
教授
学外協力教員

丹

康雄
美貴

千葉大学大学院工学研究科建築・都市科学専攻

特任教授

金島

正治

日本大学理工学部建築学科

准教授

中西

正彦

横浜市立大学国際総合科学部

荒木

和路

ソリューション研究機構（東京ガス共同研究部門）

稲毛

真一

同（日立製作所共同研究部門）

小田

拓也（※）

同（共同研究部門全般）

金谷

年展

同（共同研究部門全般）

黒川

浩助

同（共同研究部門全般）

特任教員

准教授
助教

研究員

小鑓

隆史

同（共同研究部門全般）

斎藤

健一郎

同（ENEOS共同研究部門）

正代

尊久

同（NTTファシリティーズ共同研究部門）

白井

正明（※）

同（共同研究部門全般）

武田

晃成

同（東京ガス共同研究部門）

寺井

清寿

同（東芝共同研究部門）

中上

英俊

同（共同研究部門全般）

中村

勉

同（ENEOS共同研究部門）

森原

淳

同（三菱商事共同研究部門）

横山

健児

同（NTTファシリティーズ共同研究部門）

アズイッズ・ムハンマッド

同（共同研究部門全般）

代田

孝広

同（東芝共同研究部門）

三谷

崇

同（ENEOS共同研究部門、三菱商事共同研究部門）

上辻

敦揮

同（共同研究部門全般）

佐藤

大輔

同（東京ガス共同研究部門）

冨田

哲爾

同（三菱商事共同研究部門）

長谷川

研究コーディネーター

教育研究支援員
技術員

事務員

（※センター長補佐）

北陸先端科学技術大学院大学情報科学研究科

村木

教授

協力研究員

フロンティア研究機構

屋井

隆三

同（東京ガス共同研究部門）

山田

幸充

同（東京ガス共同研究部門）

内野

善之（※）

同（共同研究部門全般）

小金丸

美奈

同（共同研究部門全般）

横山

義隆

同（共同研究部門全般）

井田

浩文

東京電力株式会社

佐々木
増井

正信
玲子

渡邉

陽子

内田

美弥子

兒玉

千恵子

鈴木

紀子

増田

明子

同
ソリューション研究機構（東芝共同研究部門）

（2016年1月現在）
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