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▲AESセンターの中心的活動の一つが定期的に開催する
研究推進委員会。写真は東工大教員と参加企業52社の
関係者が集まった第27回委員会（2012年11月19日）
の際に撮影。
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環境・エネルギー問題解決への
ソリューション

　先進エネルギー国際研究センター（略称AESセンター）が産官学連携によるオー
プンイノベーション拠点として本格活動を開始して3年が経ちました。この間に私
たちを取り巻く環境は激変しました。東日本大震災と原発事故で日本のエネルギー
システムが根本から見直しを迫られているのです。
　AESセンターは、低炭素社会の実現を目指して「分散型ネットワーク」と「スマー
ト化」をキーワードに、革新的なエネルギーシステムの研究開発とその社会実装を
産官学連携で推進することを設立時の目標としました。それが 3.11を経て、今やこ
うした環境とエネルギー問題をともに解決するソリューションの実現が社会全体の
共通目標としてより緊急の課題になっています。いち早くその目標を掲げた私たち
の責任は、それだけ大きいと考えています。
　大学の研究シーズを社会に役立てるには、現実には高い壁があります。AESセン
ターはその壁を突破して研究成果を社会実装するために、社会・産業との密接な連
携の場を創り上げてきました。誰にでも開かれた総会や会員企業とより緊密に意見
交換する研究推進委員会など、さまざまな場を通じて研究シーズと社会ニーズを結
びつける取り組みです。
　今ではこうした活動に対する社会の理解は大きく広がり、会員企業の数も52社に
増え、産官学連携プロジェクトも次々に立ち上がりつつあります。活動開始 4年目
を迎えるにあたって、これまでの成果を皆様にご報告し、今後皆様の一層のご理解・
ご協力を頂きたいと思っております。　

東京工業大学
先進エネルギー国際研究センター長

特命教授　柏木孝夫

ご挨拶
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AESセンターの目標と
過去・現在・未来

　AESセンターは21世紀最大の課題のひとつである「低炭素社会」の実現に向けて、次世代のエネルギー
基盤を確立する研究開発を推進します。革新的な省エネ･新エネ技術を大胆に取り込み、地球温暖化の回
避と安定したエネルギー利用環境を実現するために、5つの目標を掲げて「持続可能社会のための先進エ
ネルギーシステム（Advanced Energy Systems for Sustainability、略称AES）」 の確立を目指します。

AESセンター 5つの目標
1  産官学連携によるオープンイノベーション拠点の整備
2  低炭素社会のエネルギーシステム実現に向けたソリューション研究の推進
3  先進エネルギーシステムの実証研究プロジェクトの創生・推進
4  低炭素社会のグランドデザインの明確化とその実現に向けた道筋・政策提言
5  専門分野の研究能力とプロジェクトマネジメント能力を併せ持つ研究人材の育成

過去  AESセンターの誕生
　AESセンターが学内組織として正式に発足したのは2009年9月で、その半年後の2010年4月に本
格的な活動を開始した。設立に至るまでの試行錯誤の時期を含めると、その前史は2005年にまでさか
のぼる。文部科学省の戦略的研究拠点育成プログラム（スーパーCOE）の支援を受けて設立した統合研
究院ソリューション研究機構の活動の一環として、2005年秋に「将来エネルギービジョン研究会」が発
足。いくつかの変遷を経て、2010年4月に多くの企業の参加を得て共同研究部門と研究推進委員会を
中心とする現在のセンターになった。

現在  3年間の活動実績
　センター発足当初から共同研究部門を中心にした個別プロジェクトを推進するほか、最近は特に研究
推進委員会の会員企業に参加を呼びかけてより多くの企業が協働する企業間連携プロジェクト創りにも
力を入れる。また、AESセンターが所属するソリューション研究機構内で進む他の環境・エネルギー関
連のテーマ「学内連携プロジェクト」との相互交流も進めている。

未来  今後の展望
　多様な研究者や企業との協働を目指す。このため研究シーズの社会実装に関心を持つ優秀な学内研究
者をより多く発掘し参加を求める。さらに、より公益性の高い研究プロジェクトに取り組み、研究成果
の社会実装を目指す。このため学内外への情報発信力を高め、大学を中心とした産官学連携プラット
フォームにふさわしい活動をさらに充実する。

（注）共同研究部門
　産学連携を促進するために東工大が2009年に導入した新しい制度。東工大と企業が共同研究部門契約を結ぶことで、学内に企業名などを冠した
共同研究部門を設置、大学研究者が企業から受け入れた特任教員と一体となって共同研究を推進することができる。
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燃料電池（SOFC-PEFC）
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AES センター設立の経緯と主な研究プロジェクト

AES組織と会員企業数の推移

将来エネルギービジョン研
究会は大学教員のみで始
まったが、現在のAESセン
ターには共同研究部門と研
究推進委員会の企業合わ
せて52社が参加している。
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産官学の連携促す
プラットフォーム活動

　AESセンターは、革新的なエネルギーシステムの研究開発とその社会実装を目指して、産官学の連携
を促すプラットフォーム活動に取り組んでいます。企業・大学が一体となって研究に取り組む共同研究
部門と研究推進委員会を中心に、大学・会員企業・社会を相互に結ぶ多様な連携活動を進め、環境・エ
ネルギー分野の研究プロジェクトの創生・推進に取り組んでいます。

主なプラットフォーム活動

共同研究
部門

研究推進
委員会産官学連携

研究プロジェクト
創生

社会連携

会員間連携

学内連携
・イブニングセミナー
・研究者インタビュー
・学内研究公募
・共催イベント

・座談会
・視察会

・総会
・シンポジウム



5

1 会員間連携
　研究推進委員会の会員企業が大学教員とともに
定期的な情報交換や議論を進め相互の連携を強める。

■座談会
　�会員企業同士の連携強化の場。特に異業種の企
業間や産学間の連携強化のあり方、課題などに
ついて議論。

■視察会
　�研究成果の社会実装を目指す組織として、研究
開発段階や実証段階、実用化段階の技術を視察
して課題を共有する。

2  学内連携
　研究プロジェクト創生・推進の学内側の担い手
となる教員との連携強化のため、学内の優れた研
究者の発掘や会員企業との議論を深める機会を提
供。

■研究者インタビュー
　�学内の優れた中堅・若手研究者を発掘するため
に毎年約10人にインタビューして会員企業に
報告。研究内容や社会・経済的視点から見たと
きの将来性も重視。

■学内研究公募
　�先進エネルギーシステムの研究開発に貢献する
学内教員に研究費助成、その育成を通じて学内
若手研究者との連携を強化。

■イブニングセミナー
　�学内外の研究者との対話を通じて研究課題を発
掘。参加者を20人前後にして隔月開催するこ
とで、会員企業と講師の密度の高い議論を実現。

■共催イベント
　�学内組織との交流を深めて連携プロジェクトの
素地造りを図る。2011年には環境エネルギー
機構との共催シンポジウムを開いた。

3  社会連携
　AESセンターの活動や先進エネルギーシステム
研究の重要性などを一般に周知するとともに、社
会ニーズをすくい上げる活動。

■総会／シンポジウム
　�誰にでも開かれた公開シンポジウムの形で毎年

2回開催。過去4回の総会／シンポジウムの内
容は全国紙の紙面やホームページで広く一般に
報告した。

会員企業間での議論を
前に柏木センター長が
「最近のエネルギー政策
の動向」について講演
（2012年12月12日開催
の座談会）

国内最大級（10メガワッ
ト）のメガソーラー「堺
太陽光発電所」など関西
地区のエネルギー関連
施設を視察（2011年11
月22日の視察会）

学内外から専門家を招
き少人数で密度の高い
意見交換（2012年10月
3日のイブニングセミ
ナー）

「エネルギー安全都市が
拓く日本の未来」をテー
マに第3回シンポジウム
を開催（2012年4月17日
の総会）

第3回シンポジウムの内
容を紹介した日本経済新
聞（2012年5月18日付け
朝刊）
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多角的な連携活動で広がる
研究の舞台

　AESセンターはプラットフォーム活動を通じて、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付け、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・推進して
います。多角的な産官学の連携活動によって、会員企業と大学研究者の協働による研究の舞台が広がっ
ています。

研究プロジェクトの創出と進行中のテーマ
　東京工業大学に在籍する環境・エネルギー分野の教員・研究者は200人以上に上ります。これらの教
員・研究者が持つ多様な研究力と研究シーズを、会員企業を通じて社会・産業課題に結び付け、そのソ
リューションを実現するための多様な産官学連携の研究プロジェクトを創出・推進しています。

1  個別プロジェクト
　共同研究部門の企業が大学の研究者と共同で個別課題に取り組み、そのソリューションを見出して社
会実装を目指す。

・ENEOS低炭素エネルギーシステム共同研究部門
　「低炭素社会を構築するための総合エネルギーシステム」

・NTT/NTTファシリティーズ・スマートエネルギーネットワーク共同研究部門
　「コミュニティにおける需要側から見た次世代エネルギーネットワーク」

・東京ガス・スマートエネルギーネットワーク共同研究部門
　�「分散型エネルギーシステムの活用による省エネで低炭素なエネルギー利用を目指すスマートエネル
ギーネットワーク実証」

・三菱商事・再生可能エネルギー共同研究部門
　「電気自動車に搭載した蓄電池を他用途に利活用するための要素技術」

2  企業間連携プロジェクト
　社会課題のソリューションを目指して共同研究部門や研究推進委員会の会員企業が大学の研究者と協
働、地方自治体等とも協力してスマートコミュニティ実現の方策を探る。

・池袋副都心地区スマートコミュニティ
・鎌倉市スマートシティー
・東工大大岡山キャンパススマートコミュニティ
・ベストエフォート型熱融通ネットワーク
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3  学内連携プロジェクト
　AESセンターが所属するソリューション研究機構内で進む他の研究テーマのうち、特に協力関係を結
んで相互交流している環境・エネルギー分野の研究プロジェクト。

・スマートパワーネットワーク
・Green ICE Initiative
・原子燃料サイクル
・海洋バイオマス
・アジア太平洋サンベルト開発

〈個別プロジェクト〉
共同研究部門の企業と学内の
研究者が連携して個別課題に
取り組み、そのソリューション
を見出して社会実装を目指す。

〈学内連携プロジェクト〉
学内で進められている他の環
境・エネルギー分野の研究プ
ロジェクトとも協力関係を結
び相互交流する。

〈企業間連携プロジェクト〉
大学の研究者と複数の会員企
業が連携して地方自治体等と
先進エネルギーシステムの技
術開発や導入時の都市像を描
く研究を実施、その成果の社
会実装を目指す。

多様な
プロジェクト創出

学内研究シーズ

プラットフォーム活動
共通認識・問題意識の醸成

環境・エネルギーに関連する
東工大の各部門が持つ多様な
研究力と研究シーズを発掘、
大学の研究者と会員企業が結
び付くことで高度な研究シー
ズを社会実装につなげる。

〈多様な研究力〉
■環境エネルギー機構
■大学院研究科
■附置研究所

社会・産業課題
AES センターの会員企業だけ
が参加できる研究推進委員会
や社会に開かれた総会などさ
まざまな場を通じて社会・産
業課題を抽出、学内研究シー
ズに結び付ける。
〈課題発掘・社会実装力〉
■4つの共同研究部門
■48 社の会員企業

AESセンター

■総会
　多様な意見収集
■研究推進委員会
　専門分野の課題と政策の動向把握
■グランドデザイン検討会
低炭素社会とエネルギーシステムの将来
像・先進事例の調査

プロジェクト創生の土台構築
■共同研究部門
　技術開発プロジェクトの推進と社会実装
■研究推進委員会
　共同研究部門と研究プロジェクトを提案

知の集積から知恵を創出
■イブニングセミナー
学内外の専門家との少人数での意見交換
を通じて新たな技術の社会化を創発

企業間連携の強化
■座談会
個別課題のグループ討議によって各企業
が意見交換し連携を強化
■視察会
　先進事例の視察、意見交換

研究プロジェクトの創出
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研究活動のエンジン役
共同研究部門

　AESセンターの研究活動をけん引するエンジン役は、東京工業大学が企業と契約を結んで学内に設置
した共同研究部門（2Pの注参照）です。研究推進委員会の会員企業とも協力しながら、大学の研究者と
企業の研究者が一体となって先進エネルギーシステムの研究・開発に取り組んでいます。共同研究部門
は2010年4月に5部門でスタートしましたが、現在（2013年3月）は4部門体制で研究に取り組んでい
ます。

　低炭素社会の中核的なシステムとなるスマートエネルギー
ネットワークの構築を目指す。太陽電池や燃料電池、蓄電池等
の最適な融合活用法を探り、温室効果ガス排出量の大幅削減を
可能とする総合エネルギーシステムを実現する狙いだ。
　具体的には、サービスステーション（ガソリンスタンド）や製
油所などの既存エネルギーインフラを活用し、多様な一次エネ
ルギー資源から電気、熱、水素といった全ての消費エネルギー
を効率よく安定的かつ低コストで供給・利用できるようにする。
　このため「マルチエネルギーステーションの実証研究」とこれ
を活用した「燃料電池によるスマートグリッドネットワークの開
発」、さらに新エネルギー・産業技術総合開発機構（NEDO）の
支援による「蓄電・充電統合システムの開発」に取り組んでいる。

　コミュニティ内の分散型電源と情報家電や電気自動車（EV）
充電拠点など、需要サイドの設備を高速で信頼性の高い次世代
情報ネットワーク（NGN）で結び、系統側の情報も加味して
CO2排出量やコストの削減を目指す。そのために情報通信技術
（ICT）を駆使して電力等のエネルギーの最適流通を図る制御技
術を開発する。
　研究開発は、コミュニティ内の集合住宅や個別住宅内でのエ
ネルギー利用を最適化、さらにEV充電拠点などを含むコミュ
ニティ内と電力系統側との連系に展開する。
　このため「電気自動車を中心とした集合住宅の最適化」と「ホー
ム内エネルギーの最適化」を中心テーマとし、益教授がソリュー
ション研究機構で進める連携研究プロジェクト「Green�ICE�
Initiative」や東京ガス、JX日鉱日石エネルギーとも連携して進
めている。

■ENEOS 低炭素エネルギーシステム共同研究部門
研 究 テ ー マ   低炭素社会を構築するための総合エネルギーシステムの研究開発
研究リーダー   黒川 浩助　特任教授（ソリューション研究機構）

■NTT/NTTファシリティーズ スマートエネルギー共同研究部門
研 究 テ ー マ   コミュニティにおける需要側から見た次世代エネルギーネットワークに関する研究
研究リーダー   益 一哉　教授（ソリューション研究機構）

マルチエネルギーステーション概念図と実証ステーション

スマートハウス概念図と制御ユニット
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　電気自動車に搭載されている蓄電池や電気自動車から回収された使用済み
の蓄電池（リユースバッテリー）を活用して電力量を平準化、電力系統への
影響を極小化する「エネルギーマネジメントシステム（EMS）」の確立を目指
している。
　経済産業省の「次世代エネルギー・社会システム実証事業」の一環で、三
菱自動車岡崎工場内に試験設備を設置、実証試験を進めている。太陽光に
よる対象施設への電力供給とともに電気自動車やリユースバッテリーに蓄え
られた電力を必要に応じ充放電、対象施設のエネルギー収支を最適化する
EMSの有効性の検証に取り組んでいる。
　電気自動車「i-MiEV」�と太陽光発電パネル、パワーコンディショナーは、そ
れぞれ三菱自動車工業と三菱電機の参加協力による試験設備を活用している。

　低炭素社会実現に向けた先進電力システムの開発を目指したが、東日本大
震災に伴う原発事故により2010年度いっぱいで共同研究部門は終了した。
　2010年度は「関東地域における太陽光発電大量導入の影響評価」「太陽光
発電所建設にかかわるLCAの予備検討」「スマートパワーネットワーク（次
世代送配電系統最適制御技術実証事業）」「電力系統へのカスケードPWM
変換器適用可能性評価研究」「次世代空調システム」「ケミカルヒートポンプ
向け反応系の構築と実験計測」の各テーマに取り組んだ。このうち、特に「ス
マートパワーネットワーク」は赤木教授をリーダーに3大学（東京工業大学・
東大・早大）と9電力、メーカなど28法人が参加するオールジャパン体制
を確立、経済産業省による2010年度の実証事業にも採択された。

　天然ガスによる熱電併給システム（コジェネ）と太陽熱集熱システムや太
陽光発電システム（PV）等を組み合わせることで得られる熱や電力のスマー
ト制御を情報通信技術（ICT）で実現、建物間でエネルギーを相互融通して
省エネ・低炭素なエネルギー利用システムの開発を目指す。
　具体的には、経済産業省の「分散型エネルギー複合最適化実証事業」で、
東京・南千住に建設した試験設備で2011年 4月から実証試験を開始、①双
方向熱融通と②熱源統合制御システムを中心に実証試験を進めている。また、
横浜市磯子に建設した社宅をモデルにスマートハウスの実証研究も推進、太
陽光発電装置、太陽熱集熱装置、燃料電池、蓄電池、電気自動車を導入して
低コストで省エネ・CO2削減の効果を高める方策を実証する。

■三菱商事 再生可能エネルギー共同研究部門
研 究 テ ー マ   電気自動車に搭載した蓄電池を他用途に利活用するための要素技術の研究開発
研究リーダー   黒川 浩助　特任教授（ソリューション研究機構）

■東京電力 先進電力システム共同研究部門（2010年度で終了）

研 究 テ ー マ   低炭素社会実現に向けた先進電力システムの研究
研究リーダー   赤木 泰文　教授（大学院理工学研究科）

■東京ガス スマートエネルギーネットワーク共同研究部門
研 究 テ ー マ  分散型エネルギーシステムの活用による省エネで低炭素なエネルギー利用を目指す

 スマートエネルギーネットワークの実証
研究リーダー  佐藤　勲　教授（大学院理工学研究科）

千住スマートエネルギーネットワーク実証試験設備

スマートパワーネットワークの概念図

電気自動車インテグレーション
システム（V2X）実証試験設備（上）
とリユースバッテリー（右）
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社会・産業の課題解決を目指す
企業間連携プロジェクト

　AESセンターは、地方自治体等とも連携して既存都市のエネルギーインフラの見直しによる持続可能
なスマートコミュニティづくりや、地震などの災害時にもエネルギー供給不安が少ない新しい地域づく
りへ向けて、大学の研究者と複数の企業が参加する企業間連携プロジェクトを推進しています。

　省エネルギーで低炭素かつ災害に強いまちづくりの実現に
貢献するため、池袋副都心地区が有する地域資源・地域力を
最大限に活かした自立分散型地域エネルギーシステムの構築
を検討した。併せて、活力と魅力に満ちたまちづくりに向けて、
生活者（区民・企業等）の参画を促す仕組みを提案した。
　具体的には2011年 7月に豊島区と共同で「池袋副都心
地区スマートコミュニティ構想検討準備会議（議長：柏木
孝夫AESセンター長）を立ち上げ、研究プロジェクトに
着手した。検討準備会議には複数の東工大教員や一橋大学、
東京都のほか、共同研究部門企業 4社も加わって検討を進
めた。さらに検討準備会議の下に研究推進委員会企業 11
社が参加するワーキンググループを設置、具体的なスマー
トコミュニティ実現の方策などを詰めている。
　以上の内容について、2011年 10月に採択された新エネ
ルギー導入促進協議会（NEPC）の「スマートコミュニティ
構想普及支援事業」の報告書に2011年度末までにまとめ、
NEPCと豊島区に報告した。

　古都鎌倉市の地域特性を活かした持続可能で災害に強い
街づくりを目指し、省エネ・創エネのあるべき姿を検討す
る「鎌倉市スマートシティ形成に向けた研究」。必要な先
進エネルギーシステムの導入方法を具体的・定量的に検討
してメニューとして提示、今後の鎌倉市のエネルギー政策
に反映させる狙いだ。
　2012年 6月に鎌倉市と研究協定を結び、「鎌倉市スマー
トシティ形成に向けた研究連絡調整会議（委員長・柏木孝
夫AESセンター長、副委員長・大谷雅実鎌倉市副市長）」
を立ち上げた。この会議の議論を受けて、AESセンターで
は会員企業 7社が参加して技術的な検討を深めた。これを
もとに、第一段階として2013 年 3月に市全域を対象とし
た効率的なエネルギービジョンに関する報告書を作成。

■池袋地区スマートコミュニティ

■鎌倉市スマートシティ

主な企業間連携プロジェクト

鎌倉市スマート・シティ将来構想
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　東工大大岡山キャンパスが地震などの災害時に自立
できる「自立防災型スマートコミュニティ」構想を進
めている。学内の環境エネルギー機構との共催シンポ
ジウムで平井秀一郎教授が提案した「グリーンライフ
ラインづくりによる地域防災拠点づくり構想」をもと
に研究計画を練り上げ、2012 年 10 月に新エネルギー
導入促進協議会（NEPC）の「スマートコミュニティ
構想普及支援事業」に応募、採択された。
　これを受け、東工大の関連機関や地域防災の行政機
関となる大田区・目黒区・品川区、さらに地元のまち
づくり協議会などで構成する「東工大大岡山キャンパ
ス・スマートコミュニティ構想検討委員会（委員長：
平井秀一郎教授・環境エネルギー機構副機構長）を立
ち上げ、会員企業にワーキンググループへの参加を呼
びかけた。

　地域内に賦存する再生可能エネルギーや分散型エネ
ルギーの廃熱等を最大限利用するため、その品質（量
や温度）変動をある程度許容した「ベストエフォート
型熱融通ネットワーク（βネットワーク※）」の実現
を目指す。
　熱の面的利用は省エネルギー性向上に貢献するが、
その事業方式の一つである地域熱供給事業は「供給条
件の保証」が前提のため、条件に合わない熱は捨てて
いる。「βネットワーク」では品質が変動する熱も融
通して可能な限り活用、地域全体の省エネルギー性を
向上させる。熱融通相互接続装置（熱ルータ）や双方
向熱量計、熱融通取引に活用するネットワーク域内需
要予測システムが技術開発要素となる。
　2013 年 1月に新エネルギー・産業技術総合開発機
構（NEDO）の「戦略的省エネルギー技術革新プロ
グラム」の助成事業に採択され、2015 年度までの予
定で研究推進委員会企業 6�社と東工大教員による共
同研究が始まった。

■東工大大岡山キャンパス・スマートコミュニティ

■ベストエフォート型熱融通ネットワーク

※Best�Effort�Type�Heat�Accommodation�Network ＝ BETHA�Network

学校A
【太陽熱集熱器
所有者】

マンションC
【各戸に給湯器】

ビルB
【コージェネ所有者】

（仮称）エネルギーナビゲータ



12

座談会

3 年間の活動と将来
産官学連携で目指すイノベーション

　AESセンターはこの3年間に、大学を中心とする産官学連携のイノベーションプラットフォームとして
大きく発展してきた。参加企業は52社に達し、東工大の研究者と参加企業による研究プロジェクトの創
生・推進も加速し始めた。4年目を迎えるにあたって、3年間の活動実績と成果を振り返り、将来どのよ
うな方向を目指すべきかについて、AESセンターの会員企業と東工大の研究者が話し合った。

司会　先進エネルギー国際研究センター（AES）が
本格的な活動開始から2013年3月で3年になりま
す。本日はこれまでの3年間を振り返るとともに、
AESを将来的にどう展開していくべきかについて、
まず柏木センター長からお話しいただきたい。
柏木　最初にAESセンターが所属するソリュー
ション研究機構ですが、この機構は文部科学省の
「戦略的研究拠点（スーパーCOE）育成プログラ
ム」の支援を受けて学内に設立された統合研究院
の中核組織として発足しました。現在の機構は、
その成果を継承する組織として2010年4月にでき
たものです。
　特色は、民間資金をベースにして研究成果の社
会実装をゴールに見据えている点です。社会や産
業が近い将来に直面する課題の解決を目指すソ

リューション研究を大学の視点から推進するのが
機構の使命です。そのため、企業の研究者と大学
の研究者が対等の立場で協力しながら研究に取り
組む共同研究部門制度など、他には例のない仕組
みも学内に整備しました。AESセンターはこうし
た新しい仕組みを活用して機構内に設立したもの
で、東工大でもっとも強力に産業界との連携を進
められる立場にあります。
　私たちが取り組むのは、主にエネルギーシステ
ムに関わるソリューション。3.11の原子力発電所
事故以降、エネルギーのパラダイムシフトの必要
性を強く訴え、50社を超える企業の参画を得てい
ます。すでに多くの企業の研究者が学内に特任教
員として入り、学内教員と対等な立場で課題解決
のプロジェクトに取り組んでいます。

竹中　私は長年、東芝でエネルギーの研究をやっ
てきました。この分野は専門が細かく分かれてい
て、特に電力は企業も大学も、発電、送電、配電、
蓄電などと縦割りです。これらの研究分野を垂直
統合するようなシステムを開発する取り組みは、
これまではなかなかできなかったのですが、AES
は独自の産学連携のプラットフォームを構築し、

エネルギーの垂直統合システムの開発拠点を作り
上げました。これは画期的だと思います。　　
　大学の先端知識と企業の実行力が結び付けば、
ビジネスにとっても意義の大きい研究成果が生み
出せると期待しています。AESのような取り組み
は、幅広い視野と先端研究能力を併せ持つ新しい
技術者や研究者の育成にもつながると思います。

大学の先端知識と企業の実行力が結び付けば
大きい研究成果が生み出せる

竹中章二氏
東芝　執行役常務待遇
�スマートコミュニティ事業統
括部首席技監／AES研究推
進委員会会員
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荒木　私は東京ガスから来てAESの特任教員とな
りました。AESが本格的な活動を開始した3年前、
企業はそれぞれが持ち込んだ研究課題を個別に東
工大の先生と一緒に進められればいいというのが
本音だったと思います。でも、だんだんと企業の
枠を越え、共同研究部門の枠を越えて連携するよ
うになり、プロジェクトに対してAES全体で取り
組むように変化してきました。専門家が新たに必
要なときは、学内で調べて探し出し、積極的に協
力を求めるようにもなりました。こうした人の輪
ができたことが、一番価値あることだったと確信
しています。AESは、エネルギーと人のネットワー
クを作りながら、着実に前に歩んできたと思って
います。最近は、企業の一員というよりも、東工
大の一員という気持ちが強くなってきましたね。
益　東工大に限らず大学は、技術の芽や産業の芽
を育てる面が強いので、すぐには役立たない研究
が多い。しかし、何割かの研究はマッチング次第
ですぐに役立つ可能性を持っています。AESは、
この何割かの可能性を探すことにもっと努力すべ
きです。別の組織でも産学連携の共同研究をやっ

ているのですが、最も一生懸命にやったことは、
学内の技術マーケティングです。特任教員と一緒
に学内の先生方の専門を調べ、「これだ！」と思っ
た先生がいれば出向いて話をする。これぐらいや
らないと、「面倒くさい」と思われがちなソリュー
ション研究に教員は関心を持ってくれません。
荒木　確かに、積極的に学内の先生のふところに
飛び込むことが大事です。企業でいう飛び込み営
業ですね。意外と“食い付き”がいいものです。熱
心に耳を傾けてくれるし、前向きに協力してくれ
た。良くも悪くも、リスクをとって研究成果を実
社会に適応させるのは企業にしかできません。そ
のことは大学の先生もよく分かっているんです。
柏木　大学のカルチャーでは、確かにソリューショ
ン研究が馴染みにくい面はあります。しかし、こ
れからの日本の発展を考えれば、大学がこうした
研究を避けて通ることはできない。企業と一緒に
ソリューション研究を大学でする。この新しい取
り組みの先頭にAESが立っているのだと思ってい
ます。

中井　私は本学のプロパーの教員として都市計画
を専門に研究しています。社会システムにおける
エネルギーは、多くの要素技術の上に成り立つ巨
大なシステムです。何より重要なのは、エネルギー
をシステムとしてとらえる視点です。AESはこの
見方を持つ数少ない研究機関だと評価しています。
　都市計画や社会システムの分野ではエネルギー
ネットワークは重要だと認識されていたのですが、
実はその道の専門家と連携する機会がなかなかあ
りませんでした。AESが誕生したことでそれが容
易になりました。また、これまでの社会システム
の産学連携は、企業が副業として実践するケース
が多かったのですが、AESで行われている産学連

携は企業の本業と直結している。ここも大きな特
徴でしょう。
益　私も本学のプロパーの教員で、集積回路の研
究が専門です。これまでエネルギーを研究の出口
に設定することは、あまりありませんでした。し
かし、AESでNTT／NTTファシリティーズの企
業グループと共同研究をすることになり、私の研
究が実社会のエネルギー分野とどうつながってい
くのかが、よく分かりました。これは研究者とし
て貴重な経験ができたと思っています。残念なが
ら、AESには東工大のプロパーの教員がまだ少な
い。AESが東工大になくてはならない理由が、明
確に言い切れていない面があると感じてきました。

企業の枠を超えて人の輪ができたことが
一番価値のあることだ

荒木和路氏
東京工業大学　特任教授
�東京ガス�スマートエネルギ
ーネットワーク共同研究部門
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司会　AESの現状についてはどう評価されますか。
柏木　この1年は、各プロジェクトが実現に向けて
加速を始めたという感触があります。大学のシーズ
と企業のニーズが出会い、新しい知識や技術が社
会や経済のシステムを構造的に変えて、新たな付加
価値を生む。まさに、オープンイノベーションがこ
こで生まれつつあります。つなぐだけの産学連携で
はイノベーションは生まれません。企業が大学内に
入り、シーズとニーズがしっかりつながるからこそ、
新しいものが生まれるのです。シーズとニーズをつ
なぐトンネルの中をもっと明るく照らして、具体的
な成果を出す。この実現が今の最大の課題です。
中井　東日本大震災があり、日本社会は今、新し
いエネルギーシステムを受容する土壌が成熟しつ

つあります。この社会変化の中で、AESは多くの
領域の専門家を結び付け、アイデアの具現化をス
ピーディーに進めることが重要です。具体的に、
社会での実証実験を繰り返すなどして、社会の受
容性を高めていく努力がより必要となるでしょう。
竹中　大学の研究成果を現実の社会に役立てる社
会実装には、企業との連携が不可欠です。私の専
門分野で言えば、新しい電力系統にはアルゴリズ
ムの開発がキーファクターになり、これを先端的
な知やグローバルな情報を持つ大学の先生方と一
緒になって研究していくのが一つの理想的な形で
す。社会実装という社会的な使命を果たしつつ、
他社との差異化もできる。AESの原動力の一つは、
企業が理想の形で参加できることだと思います。

司会　AESは、企業のソリューション研究とは異
なる、新しい大学のソリューション研究の形を開
拓してきました。
柏木　AESは、あくまでも経済ベースで複雑に絡
んだ業界のしがらみに捉われず、大学の知と企業
の力を中立的に一体化させてきました。言ってみ
れば、私たちは国家戦略そのものをやろうとして
いるんです。こんな大きな視点を持ったソリュー
ション研究は、他にはないと思います。
中井　企業のソリューション研究のスタートライ
ンは、やはりプライベートインタレストなんです。
しかし、研究が進むほどにパブリックなインタレ
ストつながっていく。一方、大学のソリューショ
ン研究は逆です。パブリックインタレストが先に
あり、それが少しずつプライベートインタレスト
に波及する。国家的な戦略というのは、まさにパ

ブリックインタレストの頂点です。ここを担おう
とする姿勢は、このセンターの一番肝心なポイン
トでしょう。
荒木　大学の中立性こそ参加企業の多くが期待し
ているものだと思います。企業は営利活動を通し
て株主に配当を出すことを目的としていますが、
社会に受け入れられるように活動しなければ生き
残れないとも思っています。マーケットから独立
した大学が、日本あるいは世界が進むべき方向を
示してほしい。企業は大学で国際標準や公平性な
どを考えることで、企業が生き残るのに必要なこ
とを得られると考えています。
竹 中　 企 業 の 社 会 的 責 任（CSR=Corporate�
Social�Responsibility）は、一昔前は単なる「慈善
事業」などと考えられましたが、今はCSRこそ企
業の本質に関わるものではないかと考えるように

新しいエネルギーシステムを受容する
土壌が成熟しつつある

私たちは国家戦略そのものを
やろうとしている

中井検裕氏
東京工業大学　教授　
社会理工学研究科／ソリュー
ション研究機構

柏木孝夫氏
東京工業大学　特命教授
AESセンター長
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なってきました。企業の事業活動の真ん中にCSR
をいかに埋め込むか。社会に貢献し、適切に利益
を上げ、それで税金を収めるという方向性を見失
えば、今後は消費者や市民から商品やサービスを

拒否されてしまうかもしれない。企業の経営陣は
そう考えるようになっているんです。企業が大学
に入って社会貢献を考えられるAESは、企業の新
しい考え方にもマッチしているんです。

司会　AESの将来の姿をどのように描くべきで
しょう。
益　今後の課題の一つは、プロパーの教員を増や
すことだと思います。プロパーの教員を多く引き
入れれば、学生も自然とソリューション研究に参
加できるようになるからです。大学の両輪は教育
と研究なので、これがAESで実現できれば、より
充実した教育研究機関になります。プロパーの教
員は、ソリューション研究に注力しても論文が多
く出せるし、自分の研究がどのようなシーズにな
るのかも把握できるようになります、といったメ
リットを学内でもっと伝えるべきだと思いますね。
荒木　この数年が勝負だと思っています。取り組
んでいるプロジェクトを実現できなければ、何の
意味もありません。今、プロジェクトの中には、
技術的なソリューションだけではなく、行政や制
度のソリューションが必要になっているものもあ
ります。成功させるには、さらに仲間を増やし、
多くの知恵をネットワーク化する必要があります。
私たちの趣旨に賛同するのであれば、他の大学の
先生に入ってもらってもいいのかもしれない。そ
うなれば、東工大の先生たちにも刺激を与え、参
加する動きが活発になるかもしれません。
竹中　成功例を作ることがとても大切だと思いま
す。「企業が単独でやるよりいい」という評価が得ら
れれば、さまざまな支援がさらに受けられ、雪が坂
道を転がるように注目度が膨れ上がっていくと思う。

中井　私も、実績を早く作ることが非常に重要だ
と考えています。例えば、東京の池袋で取り組ん
でいるスマートコミニティのプロジェクトを実現
させれば、もっと新しい動きが出てくる。都市計
画は、個別の技術を編集する力が求められます。
実は、災害復興の現場が求めているのは、この都
市計画の編集技術です。実績が増えれば、AESが
災害復興でも活躍できるかもしれません。
益　最近の学会では、災害復興に向けたシンポジ
ウムが多く開催されています。災害復興はソリュー
ションそのもの。AESセンターが、こういう場で
もっとアピールすれば、ワクワクして参加しよう
と考える研究者や学生も出てくる。また、企業の
研究者がAESでの研究をベースに博士号を取れる
ように積極的に働きかけてはどうでしょう。社会
人博士を取りたい人は多いし、その人たちと一緒
に研究し学ぶことは教員や学生にとってもとても
勉強になるんです。双方にメリットがあります。
柏木　私たちがAESで産官学連携のプラット
フォームを組織して研究を進めるスタイルをとっ
ているのも、また誰でも自由に参加できるオープ
ンイノベーションを目指しているのも、詰まると
ころは複数の専門分野をシステム連携させること
なんですね。この方向性は間違っていないと確信
しています。この方向で一層の努力を重ねれば、
成功例が近い将来出てくるはずです。そのために、
あらゆる尽力をすることを約束します。

（司会）高木靱生　東京工業大学　特任教授

企業の研究者と一緒に研究し学べば
教員や学生もとても勉強になる

益　一哉氏
東京工業大学　教授　
精密工学研究所／ソリュー
ション研究機構



年度 2005-2006 2007-2009 2010 2011 2012

組織のあり方を探索 研究推進委員会始動 AESセンター本格運営 

プラットフォーム
活動の成果 

〈2005〉 
•文科省「戦略的研究拠点育成プログラム（スーパー
COE）」による統合研究院ソリューション研究機構
発足 

•ソリューション研究機構の活動の一環で、学内外
の教員による「将来エネルギービジョン研究会」を
立ち上げ、ソリューション研究課題を探索。当時
東京農工大学に在籍していた柏木孝夫教授も当初
から参加 

〈2006〉
•AEM研究推進委員会を立ち上げ、ワークショップ
の開催などを通じて課題を明確化 

〈2007〉
•柏木教授が東工大に着任、学内外の連携を強化 
•米パシフィック・ノースウエスト国立研究所
（PNNL）とのワークショップ開催など 

〈2008〉
•AEMからAESに拡張し、連携の場の拡大を求めて
AES研究推進委員会に加えてAES総会を併設。 

•先進エネルギー国際研究センター（AESセンター）
構想具体化 

〈2009〉
•AESセンター発足。米エネルギー専門家・政策担
当者来学し、意見交換 

•スーパー COEによる支援終了、AESセンター自立へ 

•AESセンター 5共同研究部門を設置、本格活
動を開始 

•参加企業のアンケート結果を基に学内研究者
にインタビュー開始、以降毎年継続 

•新たなテーマ発掘手法として、学内研究公募
を開始、以降毎年継続 

•グランドデザイン検討会を発足・推進 
• 1周年記念シンポジウム「低炭素社会への道―
日本の戦略と大学の役割」開催 

•企業間の情報交換の場としてランチミーティ
ングを開始 

•第2回シンポジウム「震災後のエネルギー戦略
と都市のスマート化」開催 

•第3回「エネルギー安全都市が拓く日本の未
来」開催 

•震災後の4/28付け日本経済新聞に「エネル
ギーシステムの革新を」と題する提言を掲載 

•東工大130周年記念レクチャーシリーズの一
環として、東工大環境エネルギー機構との共
催シンポジウム「グリーンライフラインによる
地域防災拠点づくり」開催 

•ランチミーティングを座談会に名称変更 
•定期的な視察会を開始 
•会員企業による相互講演会を開始 

•研究者インタビュー継続実施 
•第4回シンポジウム「多様性と総合力が創る新
エネルギーシステムと課題解決力」開催 

•イブニングセミナー　開始 

研究活動の成果 〈2007〉 
•国交省の支援を得て「燃料電池コプロダクション実
証試験」着手 

•海洋バイオマス他、複数のサブプロジェクト始動 
〈2008〉 
•再生可能エネルギーによる電気自動車充電インフ
ラのプロジェクトがGood Design賞受賞 

•海洋バイオマスコンソーシアム設立 
〈2009〉 
•自律度向上型太陽光発電システムの実証試験開始
•燃料電池コプロダクション実証試験開始 

•国交省の支援による「燃料電池コプロダクショ
ン実証試験」で固体酸化物形燃料電池（SOFC）
による水素生成、世界初の実証 

•「蓄電・充電統合システム（BCIS）の開発」が
新エネルギー・産業技術総合開発機構（NEDO）
の蓄電複合システム化技術開発に採択、研究
開始。2013年度終了予定 

•「V2X（Vehicle to X）」が新エネルギー導入促
進協議会（NEPC）の蓄電複合システム化技術開
発に採択され、研究開始。2012年度終了予定

•東工大含む全28法人で共同申請した「スマート
パワーネットワークプロジェクト」が採択される 

•「池袋副都心地区スマートコミュニティ構想検
討準備会議」を立ち上げ、これが新エネルギー
導入促進協議会（NEPC）のスマートコミュニ
ティ構想普及支援事業に採択される。会員企
業19社と共に推進 

•2008年度から推進してきた藻類バイオマスの
活動基盤として、（社）海洋環境創生機構を学
外に設置 

•鎌倉市と「鎌倉スマートシティ形成に向けた研
究連絡調整会議」を発足、会員企業と推進 

•「大岡山キャンパス・スマートコミュニティ構
想」が新エネルギー導入促進協議会（NEPC）
の補助事業に採択され、会員企業と共に推進 

•「ベストエフォート型熱融通ネットワーク」が
NEDOの助成事業に採択され、会員企業と共
に推進 

•インドネシアの分散システムに関する会員
企業との研究に関連して、新エネルギー財団

（NEF）の研究者招聘に採択され、同国研究者
を招聘 

社会の動き 〈2005〉 
•京都議定書発効 
•愛知万博でマイクログリッド実証 
•小泉郵政解散で自民党圧勝 

〈2006〉 
•経産省が新・国家エネルギー戦略発表 
•郵政民営化 
•道路公団民営化

〈2007〉 
•第1回エネルギー基本計画改訂 

〈2008〉
•洞爺湖サミット 

〈2009〉 
•米オバマ大統領、グリーンニューディール政策 
•民主党に政権交代 
•鳩山首相、国連で2020年までに温室効果ガス25％
削減を表明 

•太陽光発電の余剰電力買取制度スタート 

•新成長戦略閣議決定 
•第2回エネルギー基本計画改訂 
•年度末（2011年3月）の3.11東日本大震災と
原発事故でエネルギー政策の抜本的見直しが
課題に

•国内のすべての原発停止 
•電力不足への懸念から原発再稼働問題が議論に 
•エネルギーシステムのスマート化に注目集まる 
•再生可能エネルギー固定価格買取法成立 

•民主党の野田内閣が日本再生戦略を閣議決定 
•再生可能エネルギー固定価格買取制度スタート 
•自民党に政権交代

主な成果と社会の動き

AES センターの教員・職員
センター長 特命教授 柏木孝夫
学内協力教員 教授 赤木泰文／岡崎　健／小長井誠／佐藤　勲（理工学研究科）
  中井 検裕／橋爪大三郎（社会理工学研究科）／益　一哉（ソリューション研究機構）
 准教授 蟹江憲史／坂口 啓／高橋宏治／湯淺和博（理工学研究科）
 助教 中西正彦（社会理工学研究科）
学外協力教員 教授 丹　康雄（北陸先端科学技術大学院大学）／秋澤　淳（東京農工大学）／下田吉之（大阪大学）
 特任教授 栗原史郎（一橋大学）
 准教授 村木美貴（千葉大学）
特任教員 教授 荒木和路／石原　昇／大津　智／金谷年展／金島正治／国友享二／黒川浩助／
  斎藤健一郎／白井正明／高木靭生／中上英俊／平井利弘／松本吉彦
 准教授 小田拓也／田中　良／永井猛
 助教 アズイッズ・ムハンマド
 研究員 久我幸史／菅沼隆史／土橋亮太／藤井 弓／藤原孝行
研究コーディネーター 上田貴夫／内野善之／小金丸美奈
協力研究員  五十嵐広宣／松下義昭／島田寛之 
事務員  内田美弥子／兒玉千恵子／鈴木紀子
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年度 2005-2006 2007-2009 2010 2011 2012

組織のあり方を探索 研究推進委員会始動 AESセンター本格運営 

プラットフォーム
活動の成果 
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•文科省「戦略的研究拠点育成プログラム（スーパー
COE）」による統合研究院ソリューション研究機構
発足 

•ソリューション研究機構の活動の一環で、学内外
の教員による「将来エネルギービジョン研究会」を
立ち上げ、ソリューション研究課題を探索。当時
東京農工大学に在籍していた柏木孝夫教授も当初
から参加 

〈2006〉
•AEM研究推進委員会を立ち上げ、ワークショップ
の開催などを通じて課題を明確化 

〈2007〉
•柏木教授が東工大に着任、学内外の連携を強化 
•米パシフィック・ノースウエスト国立研究所
（PNNL）とのワークショップ開催など 

〈2008〉
•AEMからAESに拡張し、連携の場の拡大を求めて
AES研究推進委員会に加えてAES総会を併設。 

•先進エネルギー国際研究センター（AESセンター）
構想具体化 

〈2009〉
•AESセンター発足。米エネルギー専門家・政策担
当者来学し、意見交換 

•スーパー COEによる支援終了、AESセンター自立へ 

•AESセンター 5共同研究部門を設置、本格活
動を開始 

•参加企業のアンケート結果を基に学内研究者
にインタビュー開始、以降毎年継続 

•新たなテーマ発掘手法として、学内研究公募
を開始、以降毎年継続 

•グランドデザイン検討会を発足・推進 
• 1周年記念シンポジウム「低炭素社会への道―
日本の戦略と大学の役割」開催 

•企業間の情報交換の場としてランチミーティ
ングを開始 

•第2回シンポジウム「震災後のエネルギー戦略
と都市のスマート化」開催 

•第3回「エネルギー安全都市が拓く日本の未
来」開催 

•震災後の4/28付け日本経済新聞に「エネル
ギーシステムの革新を」と題する提言を掲載 

•東工大130周年記念レクチャーシリーズの一
環として、東工大環境エネルギー機構との共
催シンポジウム「グリーンライフラインによる
地域防災拠点づくり」開催 

•ランチミーティングを座談会に名称変更 
•定期的な視察会を開始 
•会員企業による相互講演会を開始 

•研究者インタビュー継続実施 
•第4回シンポジウム「多様性と総合力が創る新
エネルギーシステムと課題解決力」開催 

•イブニングセミナー　開始 

研究活動の成果 〈2007〉 
•国交省の支援を得て「燃料電池コプロダクション実
証試験」着手 

•海洋バイオマス他、複数のサブプロジェクト始動 
〈2008〉 
•再生可能エネルギーによる電気自動車充電インフ
ラのプロジェクトがGood Design賞受賞 

•海洋バイオマスコンソーシアム設立 
〈2009〉 
•自律度向上型太陽光発電システムの実証試験開始
•燃料電池コプロダクション実証試験開始 

•国交省の支援による「燃料電池コプロダクショ
ン実証試験」で固体酸化物形燃料電池（SOFC）
による水素生成、世界初の実証 

•「蓄電・充電統合システム（BCIS）の開発」が
新エネルギー・産業技術総合開発機構（NEDO）
の蓄電複合システム化技術開発に採択、研究
開始。2013年度終了予定 

•「V2X（Vehicle to X）」が新エネルギー導入促
進協議会（NEPC）の蓄電複合システム化技術開
発に採択され、研究開始。2012年度終了予定

•東工大含む全28法人で共同申請した「スマート
パワーネットワークプロジェクト」が採択される 

•「池袋副都心地区スマートコミュニティ構想検
討準備会議」を立ち上げ、これが新エネルギー
導入促進協議会（NEPC）のスマートコミュニ
ティ構想普及支援事業に採択される。会員企
業19社と共に推進 

•2008年度から推進してきた藻類バイオマスの
活動基盤として、（社）海洋環境創生機構を学
外に設置 

•鎌倉市と「鎌倉スマートシティ形成に向けた研
究連絡調整会議」を発足、会員企業と推進 

•「大岡山キャンパス・スマートコミュニティ構
想」が新エネルギー導入促進協議会（NEPC）
の補助事業に採択され、会員企業と共に推進 

•「ベストエフォート型熱融通ネットワーク」が
NEDOの助成事業に採択され、会員企業と共
に推進 

•インドネシアの分散システムに関する会員
企業との研究に関連して、新エネルギー財団

（NEF）の研究者招聘に採択され、同国研究者
を招聘 

社会の動き 〈2005〉 
•京都議定書発効 
•愛知万博でマイクログリッド実証 
•小泉郵政解散で自民党圧勝 

〈2006〉 
•経産省が新・国家エネルギー戦略発表 
•郵政民営化 
•道路公団民営化

〈2007〉 
•第1回エネルギー基本計画改訂 

〈2008〉
•洞爺湖サミット 

〈2009〉 
•米オバマ大統領、グリーンニューディール政策 
•民主党に政権交代 
•鳩山首相、国連で2020年までに温室効果ガス25％
削減を表明 

•太陽光発電の余剰電力買取制度スタート 

•新成長戦略閣議決定 
•第2回エネルギー基本計画改訂 
•年度末（2011年3月）の3.11東日本大震災と
原発事故でエネルギー政策の抜本的見直しが
課題に

•国内のすべての原発停止 
•電力不足への懸念から原発再稼働問題が議論に 
•エネルギーシステムのスマート化に注目集まる 
•再生可能エネルギー固定価格買取法成立 

•民主党の野田内閣が日本再生戦略を閣議決定 
•再生可能エネルギー固定価格買取制度スタート 
•自民党に政権交代

主な成果と社会の動き

AES センターの教員・職員 AES 研究推進委員会の会員企業
■共同研究部門企業

NTT・NTT ファシリティーズ／ JX 日鉱日石エネルギー／東京ガス／三菱商事

■受託研究企業
英弘精機／エクサ／エネルギーアドバンス／大阪ガス／オリジン電気／鹿島建設／川崎重工業／協和エクシ
オ／京葉ガス／西部ガス／三機工業／サンコーシヤ／ GS ユアサ／ JFE エンジニアリング／静岡ガス／清水
建設／新電元工業／新菱冷熱工業／大成建設／高砂熱学工業／竹中工務店／千葉ガス／筑波学園ガス／電通
／東芝／東芝三菱電機産業システム／東邦ガス／日建設計／日本コムシス／日本電技／日本メックス／日立
製作所／日立造船／日比谷総合設備／広島ガス／富士通研究所／北海道ガス／ボッシュ／本田技研工業／三
浦工業／三菱電機／ミライト／明電舎／矢崎エナジーシステム／ヤンマー／横河電機／ LIXIL ／リコー

■研究協力企業
東京電力
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