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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
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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。

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、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。

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。

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

授に就任し、同大学ソリューション研

究機構内に本格的なオープンイノベー

ションのプラットホームを提供するた

め、先進エネルギー国際研究センター

（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

歴があり、著書・論文・解説は全500

編を超える。日本の環境エネルギー分

野における第一人者。

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
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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

整えるためにゼネコンも参入する、商社も出てく

る、本丸の電力事業者も、既存の市場を侵食されれ

ば、他の分野、何らかの方法で失った分を取り戻そ

うとするはずである。このように、自由化で創出し

たスマートコミュニティという新たなビジネスの舞

台に幾多の事業者が参入し、そこで競争を繰り広げ

ることで市場の活性化が促されていく。それが日本

の各地域で展開されれば、日本全体を地盤から活性

化することにつながると考えられる。

自由化による電力販売のニーズは、自治体や企業

においても非常に高く、自由化以前から既に各地

域、各社で実証実験が行われている。それほど経済

成長、地域活性化を期すために我々の日常生活、社

会活動に必要不可欠な、電力という商品を使ったビ

ジネスモデルを指向する膨大なニーズがある。今、

そのニーズが満たされ、新たなビジネスモデルが構

築される法的枠組み、制度的環境が整いつつあり、

本センターの責務もますます重くなると確信してい

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

ギーの活性化、安全で活力ある生活環境が実現して

も、日本全体が元気になるわけではない。むしろ、

少子高齢化が進み、日々の暮らしの中で安全性の確

保、利便性の向上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。

昨年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。

地域の生活総合支援事業
自治体主導で地域エネルギーシステムを整備し、

エネルギーを売買するようになれば、キャッシュの

流れが生まれる。ここで民間の経営センスやノウハ

ウも生かして「生活総合支援事業」を請け負うな

ど、さまざまなサービス・イノベーションを実現で

きれば、地域は活性化する。例えば、高齢化への対

応をみると、一人暮らしの高齢者は増えていく一方

である。住民一人ひとりのエネルギー使用情報を自

治体が持つようになれば、家族に安否を知らせる

「見守りサービス」を提供することもできる。安

心・安全に暮らせる自治体には人が集まってくる。

大都市から小さな市町村に至るまで、それぞれの

規模に応じたさまざまな活性化の方策を講じ、その

成果が各地で花開き全国で百花繚乱の様相を呈する

ようにならねば、国土の充実、経済の成長はありえ

ない。全国の自治体が、スマートコミュニティの整

備に基づく「生活総合支援事業」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。

おわりに
これらの実現に向け本センターでは、産官学連携

を一層強めつつ、リアリティに富んだ活動を継続す

る覚悟を持って今後の進展を図りたい。

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。
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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。

すべての会告の詳細は、AESセンターのWebサイ
ト（http://aes.ssr.titech.ac.jp/）に記載されます。ま
たWebサイトの「メールサービスのご登録」も
ご活用ください。

 4月24日（金）に、「地方創生のための地域新電
力会社のあるべき姿と課題」をテーマにしたAES
セミナー（第１回）を開催します。講師はAESセ
ンターの柏木センター長、金谷特任教授、正代特
任教授が、質疑進行を小鑓特任教授と柏木セン
ター長が担います。AESセミナーは、講師と聴衆

の質疑の充実を目指す新たな取り組みとして企画
しました。質疑に積極的な方のご参加をお待ちし
ています。

 7月16日（木）に、研究推進委員会（第34回）を
開催します。

 5月（予定）にイブニングセミナー（第18回）を
開催します。講師は、東工大大学院理工学研究科
の福田大輔准教授です。交通需要分析等をテーマ
に講演いただく予定です。

 秋にシンポジウムを開催する予定です。詳細が決
まり次第、Webでもご案内いたします。

●：計画中

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。

シンポジウム

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。

研究推進委員会

プラットフォーム活動紹介

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。

AESセミナー

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。

研修会

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。

イブニングセミナー

開催予定
月 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3

シンポジウム ●

研究推進委員会 16日 ●

AESセミナー 24日 ● ●

研修会 ● ●

イブニングセミナー ● ● ● ● ● ● ●
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第17回AES座談会
日時：2015年1月16日（金）
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）。

次に、東工大の柏木孝夫AESセンター長が講演。

当日午前中に検討していた経産省のガスシステム

改革小委員会の報告書案を紹介した。ガスの小売全

面自由化について、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

ジェクトの状況（森原特任教授）②AESが後援した

浜松市のスマートシティシンポジウム（2014.12.4

開催）の開催報告（白井特任教授）③AESセンター

の取り組み紹介（小田特任准教授）が行われた。

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。

第17回イブニングセミナー
日時：2015年2月4日（水）
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
検討

参加：20名

電気自動車（EV）への充電に関する需要実態等

を解析・検討について講演した。急速充電所の実績

や待ち時間、費用便益を解析し、1充電所における

適切な充電器設置数、充電所のアクセスと新設の費

用便益、EV台数が増加した場合の充電所の分散間

隔、など、さまざまな面からのシミュレーション結

果を紹介した。

検討した中での課題として、電池を使ったピーク

カットはピーク時間が短く、電池のコストが高すぎ

るために普及しない。一方で、EVの稼働率も平日

昼間は高くない。このことから今後の検討内容とし

て、ピーク時だけEVを使用する仕組みを提案し

た。他のプロジェクトに移行する予定という。

国際ワークショップ “ Clean Energy in Asia:
Present Trends and Future Challenges ”
日時：2015年2月17日（火）
場所：大岡山キャンパス本館
参加：約40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

5
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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。

特別講演では、経済産業省の小見山康二室長が温

暖化政策の概要から現在の動向を紹介。残されてい

る民生分野への省エネを進め、きめ細かな対策を行

うことを示した。

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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東工大は長崎県対馬市が総務省の委託を受けて実

施する「エネルギー自立に向けた国境離島対馬プロ

ジェクト」を支援している。本プロジェクトにより

得られた構想を審議するため、長崎県がコンソーシ

アムを主催した。会議は公開。

同日は、交流センター前でホンダの燃料電池自動

車「FCXクラリティ」の実車展示も行われた。

AES太陽光発電システム研究発表会（第17回）
日時：2015年3月21日（土）
場所：大岡山キャンパス70周年記念講堂
参加：約100名

黒川浩助AES特任教授が、東京農工大学在籍時に

年1回のペースでスタートした研究発表会を、東工

大でも引き続き行っている。太陽光発電システムを

テーマとし、関係者を中心にネットワークを充実さ

せる目的で開催され、今回で17回目となる。

黒川特任教授の、関係者が多く在籍するチュニジ

アでのテロの犠牲者への黙祷を捧げた後、一橋大学

大学院の島本実教授、PV-NETの都築建事務局長、

NEDOの山田宏之主任研究員らを含む7件の講演が

行われ、盛況の内に閉会した。

「エネルギー自立島サミット」
～あわじ環境未来島国際シンポジウム2015～
日時：2015年3月22日（日）
場所：兵庫県立淡路夢舞台国際会議場メインホール

（兵庫県淡路市夢舞台）
参加：約300名

自治体会員である兵庫県では、淡路島3市、島内

外の企業・団体、島民が協働し、持続可能な地域社

会の実現を目指す「あわじ環境未来島構想」を推進

するためのサミットを開催した。

当日は柏木孝夫AESセンター長のほか、デンマー

ク・ボーンホルム市のウィニー・ゴスブル市長が登

壇した。パネルディスカッションでは、ボーンホル

ム島（S.R.A.デンマーク社のケンジ・ステファン・

スズキ代表）、長崎県対馬（財部能成市長）、沖縄

県宮古島（三上暁調整官）それぞれの島の取り組み

が発表された。

7

対馬環境エネルギーコンソーシアム「分散型
エネルギーインフラプロジェクト・マスター
プラン策定事業報告会」
日時：2015年2月19日（木）
場所：長崎県対馬市対馬交流センター
参加：約300名

共催・協力・後援等

休憩後、「地域の取り組み」3講演が行われた。

静岡県富士市・赤池慎吾主査は、総務省のプロジェ

クトにより、天然ガスコジェネ、木質バイオマス等

を含めたマスタープランを作成中とした。静岡県浜

松市・北村武之副部長は、昨年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の協力を要請した。続いて沖縄県

久米島町・高橋義男氏は、地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事例を紹介した。

「講演会」では、東京ガス共同研究部門（荒木和

路特任教授、永井猛特任准教授）が取り組む「ス

マートヒートグリッド」の研究について、東芝共同

研究部門（寺井清寿特任教授）がスマート交通ソ

リューションの活動概要を、AES内野善之センター

長補佐がスーパーコンピューターTSUBAMEの整備

計画を中心に、それぞれ報告した。

また、AESの小田拓也特任准教授が、2014年の

活動報告と2015年度の計画を連絡した。最後に、

AES退任教員（ENEOS共同研究部門・松本吉彦特任

教授、NTTファシリティーズ共同研究部門・島陰豊

成特任准教授、三菱商事共同研究部門・川崎憲広特

任助教、AESセンター・黒川巧研究員）を紹介し、

会は終了した。
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ＡＥＳセンター

事務局

ENEOS共同研究部門

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

東芝共同研究部門

企業会員 48社※1

自治体会員 10自治体※2

共同研究部門

研究推進委員会

センター長

※1 : IDIキャピタルパートナーズ、英弘精機(株)、(株)エネルギーアドバンス、
大阪ガス(株)、鹿島建設(株)、川崎重工業(株)、(株)協和エクシオ、
京葉瓦斯(株)、(株)神戸製鋼所、西部ガス(株)、三機工業(株)、
(株)ＧＳユアサ、JFEエンジニアリング(株)、静岡ガス(株)、
清水建設(株)、住友電気工業(株)、大成建設(株)、高砂熱学工業(株)、
(株)竹中工務店、千葉ガス(株)、筑波学園ガス(株)、(株)電通、
東急建設(株)、東京急行電鉄(株)、東芝三菱電機産業システム(株)、
東邦ガス(株)、(株)日建設計、日本環境技研(株)、(株)日本設計、
日本コムシス(株)、日本電気(株)、日本電技(株)、日本メックス(株)、
バイオマスエナジー(株)、(株)日立製作所、日立造船(株)、
日比谷総合設備(株)、広島ガス(株)、北海道ガス(株)、本田技研工業(株)、
三浦工業(株)、三菱重工業(株)、三菱電機(株)、(株)ミライト、
(株)明電舎、矢崎エナジーシステム(株)、横河電機(株)、(株)LIXIL

※2 : 沖縄県久米島町、静岡県浜松市、千葉県浦安市、鳥取県鳥取市、
長崎県、長崎県対馬市、兵庫県、兵庫県淡路市、北海道石狩市、
山梨県

（ 2015年3月現在）

研究シーズ
・学内
・学外

社会・産業
課題

先進エネルギーシステムの確立

オープンイノベーション
プラットフォーム

連携の強化
・研修会
・AESセミナー

共通認識・問題意識の
醸成
・シンポジウム
・研究推進委員会

多様なプロジェクト創出
・共同研究 ・実証研究

ＡＥＳセンター

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

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

ＡＥＳセンターは、エネルギーに関する既存の社

会インフラを活かしながら革新的な省エネ・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先進エネルギーシ

ステムの確立を目指しています。

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・推進します。

ＡＥＳは、共同研究部門（5部門*）と研究推進委

員会（企業会員48社、自治体会員10自治体*）を中

心に構成されています。これらがオープンイノベー

ションのプラットフォームとなり、学内外の大学教

員と連携して研究プロジェクトを推進します。

（* 2015年3月現在）
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AESセンターの概要

目的 組織構成

AES会員および教職員の連携を深めるために、AESニュース
レターを発行することに致しました。今後、夏、秋、冬の
年4号を発行する予定です。本誌に関するご意見、ご感想
を頂けますと幸いです。e-mail: aescenter@ssr.titech.ac.jp


