ＲＥ２０１６（再生可能エネルギー世界フェア２０１６）
第１１回再生可能エネルギー世界展示会＆フォーラム

開催日時

平成２８年６月２９日（水）－７月１日（金）

場所

パシフィコ横浜

報告

主催者
■再生可能エネルギー協議会：太陽光発電を除く１１分野のフォーラムと展示
■太陽光発電協会

：太陽光発電の展示会とフォーラム

■上記両主催者の共同行事：６月２９日

開会式、来賓講演、基調講演、ＶＩＰレセプション

■ＮＥＤＯ，産総研、新エネルギー財団、科学技術振興機構などの省庁関連機関：

「再生可能エネルギー協議会」の共催として全分野の展示とフォーラム実施
展示会
２５０社・団体が出展、来場者

２５,１２３人

フォーラム
基調講演、当協議会主催ﾌｫｰﾗﾑ、NEDO､ AIST,JST ﾌｫｰﾗﾑを含めて

参加者３,７４２人

役所からのＶＩＰ（国は課長以上、自治体は統括部長以上）
経済産業省 藤木俊光（省エネルギー・新エネルギー部長）
松山泰浩（同部 新エネルギー課長）
国土交通省 佐々木 宏（港湾局海洋・環境課長）
環境省
鎌形浩史（地球環境局長）
神奈川県
黒岩祐治（知事）
中島正信（副知事）
横浜市
平原敏英（副市長）
野村宜彦（温暖化対策統括本部長）

❍大きなトラブルもなく無事終了することができました。ありがとうございました。

分科会１（政策・統合概念）
● ６月３０日１０：００－１２：４０、パシフィコ横浜アネックスホールＦ２０４会議室
● フォーラムテーマ 「電力改革と電力・エネルギーシステムの最新技術の発信」

分科会１

リーダー

東京大学生産技術研究所 特任教授

荻本和彦

司会・進行
分科会１

時刻

コ・リーダー 名古屋大学 エコトピア科学研究所 教授

講演タイトル

10:00-10:05 開会挨拶と本日のフォーラムの趣意

所属

加藤丈佳

氏名

東京大学生産技術研究所 特任教授

荻本和彦

Ｐａｒｔ－１
1

10:05-10:40 超スマート社会におけるエネルギーシステムの新展開

（公財）地球環境産業技術研究機構 理事・研究所長

山地憲治

2

10:40-11:15 再生可能エネルギー電源大量導入と系統柔軟性（調整力）

（一財）電力中央研究所副研究参事、東京大学客員教授、

浅野浩志

ー国外の電力市場の動向を踏まえてー
3

11:15-11:45 エネルギー革新戦略について

早稲田大学客員教授、東京工業大学特任教授
経済産業省資源エネルギー庁

荻野洋平

総合政策課戦略企画室 室長補佐
4

11:45-12:15 温室効果ガス削減中長期ビジョン検討会 とりまとめ

環境省地球環境局総務課

栗栖雅宜

5

12:15-12:40 電力小売自由化の全貌と留意点

東京大学教養学部附属教養教育高度化機構

低炭素社会推進室 室長補佐

環境エネルギー科学特別部門 客員准教授

（山地憲治先生）

松本真由美

分科会２（太陽光発電）
基調講演 東京大学 教授
6 月 29 日 11:30-12:00

瀬川浩司

分３（太陽熱利用）
● ６月２９日１３：００－１７：００、パシフィコ横浜アネックスホールＦ２０５会議室
● フォーラムテーマ 「実証、実績で示そう太陽熱利用のすばらしさ」

分科会３

コ・リーダー

芝浦工業大学 機械機能工学科 教授

田中耕太郎

コ・リーダー 一般社団法人ソーラーシステム振興協会 技術部長

城出浩作

司会・進行
分科会３

時刻

講演タイトル

所属

氏名

１．基調講演（我が国の太陽熱利用）
1

13:30-14:10

我が国の太陽熱利用法の現状と計画

ソーラーシステム振興協会 技術委員長

高橋信行

２．ゼロエネ住宅（ZEB）を目指した太陽熱活用住宅の実証
2

14:10-14:40 （１）太陽熱エネルギー活用型住宅の技術開発

NEDO省エネルギー部 主査

田村順一

3

14:40-15:20 （２.１）実証住宅からの報告 FHアライアンスプロジェクト

FHアライアンス代表

廣石和朗

九州大学人間環境学研究院 教授

尾崎明仁

ＯＭソーラー 取締役技術部長

盧 炫佑

矢崎エナジーシステム株式会社

高橋健二

4

（２.２）太陽熱を活用した空気循環型全館空調シシテム住宅

15:20-15:30 休憩
5

15:30-16:00 （３）実証住宅からの報告 OMソーラーグループ
３．太陽熱利用デバイスの展開

6

16:00-16:30 （１）太陽熱利用の海外動向と矢崎の取組み

環境システム事業部 主査
7

16:30-17:00 （２）太陽熱利用給湯システム ツインパワー給湯器
－H２６年度後期省エネ大賞資源エネルギー長官賞受賞－

エナテックス株式会社 ツインパワー事業部

小林 隆

分４（環境建築）
● ６月３０日１３：００－１７：１０、パシフィコ横浜アネックスホールＦ２０５会議室
● フォーラムテーマ 「環境・エネルギー・健康と快適性」

分科会４

リーダー

工学院大学 名誉教授

宇田川光弘

リーダー

首都大学東京 都市環境科学研究科 教授

須永修通

司会・進行
分科会４

時刻

講演タイトル

所属

氏名

１．基調講演
1

13:00-13:40

－二子玉川の街づくりについてー

東京急行電鉄株式会社 都市創造本部

都甲義教

「第２５回地球環境大賞」 受賞記念講演

２．「 快適な 建築設計と地域ビルダー」 実例講演
2

13:40-14:10

（１）2050年に向けて地域ポテンシャルを活かした環境建築デザイン

建築家/太陽ｴﾈﾙｷﾞｰﾃﾞｻﾞｲﾝ研究会(SDC)会長

大野二郎

3

14:10-14:40

（２）総合設計事務所が目指す環境建築と街づくりについて

株式会社日本設計 執行役員環境・設備設計群長

柳井 祟

4

14:40-15:10

（３）ソーラータウン府中の事例紹介

株式会社相羽建設 常務取締役

迎川利夫

パナホーム株式会社 戸建事業企画部

奥田弘之

15:10-15:20
5

15:20-15:50

休憩
(４）明日の日本に住む。ずっと安心で快適な住宅と街づくり

商品企画グループ チーフマネージャー
6

15:50-16:20

（５）環境建築に向けて建材にできること

株式会社ＬＩＸＩＬ

石井久史

Ｒ＆Ｄ本部先進技術研究所 主任研究員

３．環境建築と国際貢献
7

16:20-16:45

（１）省エネ技術・環境技術のアジア発展途上国での展開

首都大学東京都市環境科学研究科建築学域 准教授

8

16:45-17:10

（２）環境建築マトリックス：アジアと日本

岐阜県立森林アカデミー 准教授

一ノ瀬雅之

廣田桂子

東急電鉄（株）

分５（風力）
● ６月３０日１３：００－１７：００、パシフィコ横浜アネックスホールＦ２０３会議室
● フォーラムテーマ 「躍動する風力発電、最新情報発信」

分科会５

リーダー

（国研） 産業技術総合研究所ＦＲＥＡ風力グループチーム長

小垣哲也

司会・進行
分科会５

時刻

コ・リーダー 東京大学先端科学技術研究センター 特任准教授

講演タイトル

所属

飯田 誠

氏名

１．基調講演
1

13:00-13:30

（１）我が国の再生可能エネルギー政策と風力発電

経済産業省資源エネルギー庁省エネルギー・

佐藤 司

新エネルギー部新エネエルギー対策課課長補佐
2

13:30-14:00

3

14:00-14:25

（２）港湾における洋上風力発電施設の導入の円滑化

国土交通省 港湾局 海洋・環境課長

佐々木 宏

２．世界の風力発電最新情報と我が国の取り組み
（１）風力発電の課題を克服するための学会活動と挑戦

東京大学大学院 教授、

石原 孟

一般社団法人日本エネルギー学会会長
4

14:25-14:50

（２）風力発電ウインドビジョンとその達成に向けた挑戦

一般社団法人日本風力発電協会 代表理事

髙本 学

5

14:50-15:15

（３）世界の風力発電、日本の風力発電、現状と計画

（一社）日本風力発電協会及び同日本風力ｴﾈﾙｷﾞｰ学会

上田悦紀

広報・国際部会長
15:15-15:30

休憩
３．事業主体者からの活動の具体事例

6

15:30-16:00

（１）日本発 大規模洋上風力発電プロジェクト始動

株式会社ウインド・パワー・エナジー 代表取締役

7

16:00-16:25

（２）ウインドファームの稼働率向上に向けた取組み

株式会社ユーラステクニカルサービス

小松崎 衛

高木晋洋

国内設備運用管理部長
8

16:25-16:50

（３）IoTを駆使した風車メンテナンスの提言と実践

東京大学先端科学技術研究センター特任准教授

飯田 誠

16:50-17:00

質疑応答と閉会挨拶

分科会５リーダー、産総研

小垣哲也

（経産省）

分６（バイオマス）
● ６月２９日１３：００－１７：００、パシフィコ横浜アネックスホール Ｆ２０６会議室
● フォーラムテーマ 「地産地消・地域おこしのパイオニア、潜在力豊かなバイオマス」

分科会６ コ・リーダー 広島大学大学院工学研究院 教授

松村幸彦

司会・進行
分科会６

時刻

講演タイトル

リーダー (国研)産業技術総合研究所 ＦＲＥＡ所長代理

所属

坂西欣也

氏名

１．官庁からの講演
1

13:00-13:30

（１）再生可能エネルギー導入拡大とバイオマス発電

経済産業省 省エネルギー新エネルギー部

吉野欣臣

新エネルギー対策課課長補佐
2

13:30-14:00

（２）地域のバイオマスを活用した取組みについて

農林水産省 食料産業局 バイオマス循環資源課

柚木理雄

課長補佐（バイオマス事業推進班担当）
２．バイオマス素材のエネルギー化に向けた最新研究開発
3

14:00-14:30

（１）水熱可溶化技術を組み合わせたメタン発酵システム

竹中工務店 技術研究所 主任研究員

川尻 聡

4

14:30-15:00

（２）バイオマスの酵素糖化プロセス

日揮株式会社 (広島で研究)

種田大介

5

15:00-15:30

（３）藻類バオイマス燃料生産技術 ～ポリカルチャーの適用～

筑波大学 藻類バイオマス・エネルギーシステム

渡邉 信

開発研究センター センター長／教授
15:30-15:40

休憩
３．バイオマスから地域おこしの実証

6

15:40-16:05

（１）バイオマス地域自立システム化実証事業

ＮＥＤＯ 新エネルギー部 特定分野専門職

只隈祐輔

7

16:05-16:30

（２）未利用木質バイオマス発電の地域貢献

株式会社グリーン発電会津 取締役、

滝澤 誠

[平成２６年度新エネルギー大賞経済産業大臣賞]
8

16:30-16:55

（３）「東北・福島復興に向けたバイオマスエネルギー

グリーン・サーマル株式会社 代表取締役
(国研)産業技術総合研究所 ＦＲＥＡ所長代理

坂西欣也

広島大学大学院工学研究院 教授

松村幸彦

利活用プロジェクト」
16:55-17:00

４．質疑応答

（農林水産省）

分科会７（水素・燃料電池）
● ６月２９日１３：００－１７：００、パシフィコ横浜アネックスホールＦ２０３会議室
● フォーラムテーマ 「実用化に向け動き出した究極のインフラ、水素社会」

分科会７

リーダー

九州大学大学院工学研究院 教授

秋葉悦男

司会・進行
分科会７

時刻

コ・リーダー (国研)産業技術総合研究所
再生可能エネルギー研究センター副センター長

講演タイトル

所属

山口 浩

氏名

１． 基調講演
1

13:00-13:35 （１）エネルギーキャリアの取組み

内閣府SIPエネルギーキャリア プログラムディレクター

村木 茂

横浜市 温暖化対策統括本部長

野村宜彦

＝戦略的イノベーション創造プログラム（SIP)＝
2

13:35-14:10 （２）横浜市における"水素社会"に向けた取組み
２． 水素インフラ社会の構築

3

14:10-14:40 （１）国内の水素供給インフラ普及に向けた取組み

(一社) 水素供給利用技術協会 技術２部長

曽根洋一

4

14:40-15:10 （２）環境先進都市を目指す豊田市の取組み

豊田市企画政策部 環境モデル都市推進課長

柴田徹哉

5

15:10-15:40 （３）ホンダ技研 ホンダが描く水素社会とコミュニテイ

本田技研工業株式会社 ビジネス開発統括部

岡本英夫

スマートコミュニティ企画室 主任技師
休憩
３． 先端的個別技術要素
6

15:50-16:20 （１）様々な水素キャリア方法の研究開発

(国研)産業技術総合研究所

古谷博秀

再生可能エネルギー研究センター副センター長
7

16:20-16:50 （２）水素社会に向けた鉄鋼研究開発
（インフラに適応した高強度ステンレス鋼の開発）
16:50-17:00 ４．質疑応答と閉会挨拶

新日鉄鐵住金株式会社 鉄鋼研究所

西山佳孝

水素・エネルギー材料研究部長
九州大学大学院工学研究院 教授

秋葉悦男

（内閣府）

分野８（海洋エネルギー）
● ６月２９日１０：３０－１７：００、パシフィコ横浜アネックスホールＦ２０４会議室
● フォーラムテーマ 「離島地域のエネルギー安定供給と海洋エネルギーへの期待」
分科会８

リーダー

佐賀大学海洋エネルギー研究センター 教授

池上康之

司会・進行
分科会８

時刻

コ・リーダー 東京大学先端科学技術研究センター 特任研究員

講演タイトル

10:30-10:40 開会挨拶 海洋エネルギー資源利用推進機構

所属

宮崎武晃

氏名

会長

（海洋エネルギー資源利用推進機構 分科会報告）
1

10:40-11:00

１．洋上風力分科会報告

九州大学 教授

宇都宮智昭

2

11:00-11:20

２．波力分科会報告

佐賀大学 教授

永田修一

3

11:20-11:40

３．海流・潮流・潮汐分科会報告

九州大学 教授

経塚雄策

4

11:40-12:00

４．海洋温度差分科会報告

佐賀大学 教授

池上康之

5

12:00-12:20

５．生物環境分科会報告

東京大学 准教授

北澤大輔

（基調講演）
6

13:30-14:00

国土交通省における海洋再生可能エネルギーに関する取り組み

国土交通省海事局 海洋・環境政策課海洋開発戦略室長

石谷俊史

7

14:00-14:25

海洋エネルギー技術研究の現状と課題

ＮＥＤＯ 新エネルギー部風力・海洋グループ

植田俊司

8

14:25-14:50

離島での電力安定供給について～再エネとの協調の視点から～

九電みらいエナジー取締役

寺﨑正勝

14:50-15:00

休憩

（一般講演）
9

15:00-15:20

「欧州・米州における潮流発電開発の現状（仮題）」

OpenHydro Technology

Brendan Corr

10

15:20-15:40

「欧州における洋上風力発電と海洋再生可能エネルギーの政策展開」

Carbon Trust

Jan Matthiesen

11

15:40-16:00

新潟県「粟島」における海洋エネルギーの取組

新潟県産業振興課 課長

12

16:00-16:20

長崎県における海洋再生可能エネルギー推進の取組について

長崎県産業労働部 海洋・環境産業創造課 課長

森田孝明

13

16:20-16:40

耕海興国「久米島モデル」プロジェクト

沖縄県久米島町役場プロジェクト推進室 室長

中村幸雄

14

16:40-17:00

「宮城県塩竈での海洋再生可能エネルギー活用について（仮題）」

株式会社シーフーズあかま 顧問

赤間廣志

閉会挨拶

海洋エネルギー資源利用推進機構 副会長

17:00

佐々木 敦

（九電みらい）

分野９（地熱・地中熱）
● ７月１日１３：００－１６：５０、パシフィコ横浜アネックスホールＦ２０６会議室
● フォーラムテーマ 「バイナリー発電で未来おこし、地中熱利用でパワーアップ」

分科会９

リーダー

安川香澄

司会・進行
分科会９

時刻

コ・リーダー

高杉真司

講演タイトル

所属

氏名

基調講演
1

13:00-13:30
１）

バイナリー発電と地熱・地中熱利用の仕組みと最新技術情報

電力中央研究所 研究参事

海江田秀志

佐々木 裕

バイナリー発電で未来おこし

2

13:30-14:00 （１）自然エネルギー事業拡大、雲仙「小浜温泉」でバイナリー発電所

小浜温泉エネルギー 事務局長

3

14:00-14:30 （２）ふくしま復興、バイナリー発電所で元気アップ土湯温泉

元気アップつちゆ 社長

加藤勝一

4

14:30-15:00 （３）菅原バイナリー発電所の概要と建設実績について

九電みらいエナジー株式会社

平田俊一

開発本部 地熱担当 課長
15:00-15:10 休憩
２）

地中熱利用でパワーアップ

5

15;10-15:40 （１）イケア・ジャパンの地中熱利用の取り組み

ミサワ環境技術株式会社 執行役員

田中雅人

6

15:40-16:10 （２）地中熱+空気熱ハイブリッド冷温水システムについて

株式会社コロナ 技術本部

上田真典

7

16:10-16:40 （３）地中熱・地下水・温泉排湯等を利用したハイブリッド熱源ヒートポンプシステムの事例紹介工業
ゼネラルヒートポンプ工業株式会社

空調商品開発グループ 住設空調チーム 技士）
柴 芳郎

再生可能エネルギー研究所 所長 常務取締役）
３）
16:40-16:50

質疑応答とまとめ
質疑応答、本日のまとめ、閉会挨拶

（産業技術総合研究所）

安川香澄

分１０（エネルギーグリッド・パワエレ）
● ６月３０日１４：００－１７：００、パシフィコ横浜アネックスホールＦ２０４会議室
● フォーラムテーマ 「電力改革と電力・エネルギーシステムの最新技術の発信」

分科会１０

リーダー

（一財）電力中央研究所副研究参事、東京大学客員教授

浅野浩志

司会・進行
分科会１０

時刻

講演タイトル

コ・リーダー (国研)産業技術総合研究所先進パワーエレクトロニクス
研究センター副研究センター長
所属

山口 浩

氏名

Part 2 : 電力・エネルギーシステムの最新技術 （分科会１０）
1

14:00-14:40

エネルギーシステムインテグレーション

東京大学生産技術研究所 特任教授

荻本和彦

東京大学生産技術研究所 特任教授

岩船由美子

- Integration Study 2

14:40-15:20 再生可能エネルギー対応のためのデマンドレスポンスの可能性
15:20-15:30 休憩

3

15:30-16:10 パワーコンディショナー：
太陽光発電所（電力インフラ）を支える「司令塔」

4

ＳＭＡジャパン 取締役社長/

今津武士

同社サービスダイレクター兼テクニカルダイレクター

川上勝史

16:10-16:50 再エネ有効活用のための系統整備計画技術

早稲田大学環境・エネルギー研究科 教授

中西要祐

16:50-17:00 本日の講演についての質疑応答と閉会挨拶

（一財）電力中央研究所副研究参事、東京大学客員教授

浅野浩志

（中西要祐教授）

分科会１１（省エネ・ヒートポンプ）
● ７月１日１３：００－１６：５０、パシフィコ横浜アネックスホールＦ２０５会議室
● フォーラムテーマ 「電力改革と電力・エネルギーシステムの最新技術の発信」

分科会１１

コ・リーダー

名古屋大学大学院 環境学研究科 教授

奥宮正哉

司会・進行
分科会１１

時刻

コ・リーダー 財団法人ヒートポンプ・蓄熱センター 蓄熱技術部 部長

講演タイトル

所属

南島正範

氏名

１．基調講演
1

13:00-13:30

我が国の２０３０年エネルギー目標と省エネの取り組み

ＮＥＤＯ省エネルギー部長

渡邊重信

２．研究開発と実証
2

13:30-14:00

三菱総合研究所低炭素エネルギー戦略グループ

池田和俊

3

14:00-14:30 （２）再生可能エネルギーを活用したスマートエネルギーネットワーク

東京工業大学AESセンター 特任教授

武田晃成

4

14:30-15:00 （３）大学のエネルギーマネジメントー名古屋大学の実例

名古屋大学大学院 環境学研究科 教授

奥宮正哉

15:00-15:10

（１）省エネ・CO2削減への貢献が期待されるヒートポンプ技術

休憩
３．企業からシステム技術の最新情報発信

5

15:10-15:40 （１）温暖化影響の小さい冷媒を用いた空調機の開発

ダイキン工業株式会社CSR・地球環境センター室長

藤本 悟

6

15:40-16:10 （２）BEMSにおけるIoT技術（クラウド等）の活用事例の紹介

アズビル株式会社 ビルシステムカンパニー・

岡 幸彦

7

16:10-16:40 （３）低GWP冷媒（自然冷媒、HFO冷媒）を使用したヒートポンプの紹介

株式会社 前川製作所 技術研究所

マーケティング本部 本部長

基盤技術開発グループ副主任研究員
16:40-16:50 企業とフロアの質疑応答

渕上英紀

分科会１２（中小水力）
● ６月３０日１３：３０－１７：００、パシフィコ横浜アネックスホールＦ２０６会議室
● フォーラムテーマ 「電力改革と電力・エネルギーシステムの最新技術の発信」

分科会１２

リーダー

神奈川大学工学部機械工学科 教授

中西裕二

司会・進行
分科会１２

時刻

コ・リーダー 東京電力株式会社電力流通本部工務部

講演タイトル

所属

稲垣守人

氏名

13:30-13:35

開会挨拶 分科会１２リーダー

神奈川大学工学部機械工学科 教授

中西裕二

13:35-13:40

水力アカデミー会長挨拶

三峰川 電力株式会社 特別顧問

古矢千吉

1

13:40-14:05

山梨県企業局の小水力発電の普及に向けた取り組みについて

山梨県企業局電気課 課長補佐

宮崎和也

2

14:05-14:30

インライン水車の適用と導入事例

田中水力株式会社

國分 清

3

14:30-15:55 地域に眠る小水力エネルギーの目覚め－相反転方式水車が未来を拓く－

株式会社協和コンサルタンツ

左村 公

4

15:55-15:20

株式会社東芝 エネルギーシステムソリューション社

中原裕輔

関西電力株式会社殿 出し平発電所向け 可変速小水力システムの開発

電力・社会システム技術開発センター
回転機器開発部 水力機器技術担当グループ長
15:20-15:35 休憩
5

15:35-16:50

基調講演：

東京大学 生産技術研究所 特任教授

荻本和彦

東京電力株式会社電力流通本部工務部

稲垣守人

エネルギーシステムインテグレーション - Energy Integration 16:50-17:00

閉会挨拶 水力アカデミー （分科会１２共同リーダー）

