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「エネルギー・環境」に関わる諸問題の克服は，人類が早急に取り組まなくてはならない課題である。
すでに日本や欧米，中国などでは，低炭素で利便性の高いインフラを特徴としたスマートコミュニティ
の建設が実証段階に入っている。富士電機は以前より北海道大学，浙江大学と包括連携を行い，「エネ
ルギー・環境」分野で協業を推進してきた。富士電機が今後，スマートコミュニティにおいてグローバ
ルな展開を図るためには，3者の融合が一つの有効な方策となる。中国浙江省杭州市の浙江大学キャン
パス内に，浙江大学の呉副学長，北海道大学の渡辺教授，富士電機株式会社の江口取締役が会し，3者
の強みと融合のあり方について意見を交換した。

エネルギー・環境の 3者の強みを融合
江口　富士電機は現在，注力する「エネルギー・環境」

分野において，グローバルな事業展開に向けてさら

に選択と集中を進めています。幅広い「エネルギー・

環境」分野の中で，富士電機が掲げるキーワードの

一つは「スマートコミュニティ」です。このスマー

トコミュニティでは，電力だけでなく，ガス，上下
水道，熱に至るまで，多岐にわたる技術を組み合わ

せたスマートなエネルギーインフラが求められます

から，1 社，１組織の技術やノウハウではこれに応
えることはできません。さまざまなパートナーと連
携し，外部の種々の知見を取り入れて実現させる必
要があります。

　　私たち富士電機は，北海道大学（以下，北大），

そして中国の浙江大学（以下，浙大）と以前よりパー

トナーを組ませていただいております。本日は渡辺
先生と呉先生をお招きし，北大の広い知見，そして

中国における浙大の総合力を富士電機といかに融合
していくべきかについて，お話を伺いたいと思います。

　　本題に入る前に，北大，浙大，富士電機の関係を

お互いに確認しておきましょう。

　　まず北大と富士電機の関係ですが，両者は 2004
年 7 月に包括連携プログラム契約を締結しました。

これは，北大の持つ知的生産力と富士電機の持つ製
品開発力を融合し，新たな技術の開発を進めようと

いうものです。現在では，北大の中に富士電機の事
務所を構え，工学のみならず農学，経済学など幅広
い分野で連携活動を展開しています。富士電機の経
営層も北大の知見を勉強し経営に生かしており，情
報交換や交流はさまざまなレベルで行われています。

　　北大では富士電機との関係をどのようにとらえて

いらっしゃるでしょうか。

渡辺　北大にとって 2004 年の富士電機との契約締結
は，企業としては 3 番目で，非常に早い時期での包
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括連携でした。しかし実は 2004 年よりもかなり前
から，北大の私どものグループと富士電機とは水
処理の分野で共同研究を行っていました。2008 年
にメタウォーター

〈注〉

に承継された汚泥処理や，メタ

ウォーターのもう一方のパートナーである日本ガイ

シのセラミック膜など水処理関係の共同研究は，す

でに長い歴史を持っています。それが 2004 年に包
括連携という形で新たなスタートを切り，水処理以
外にもパワーエレクトロニクスや触媒などの分野で

研究の融合が始まったということです。

　　私は 2008 年 3 月に北大を定年退官した後，特任
教授として環境ナノ・バイオ工学研究センターを立
ち上げました。間もなく丸 4 年がたちますが，ここ

までやってこられたのは，富士電機との連携の実績
や成果があったからだと思います。

江口　2004 年に突然に包括連携が始まったのではな

く，長い間のお付き合いから自然に包括連携という

形に移行し，今日に至っていることを改めて認識し

ました。

　　浙大と北大の関係もかなり長いのではないですか。

呉　浙大と北大は 2002 年に大学間交流協定を締結し

ました。日本の大学の中では，締結の時期が最も早
かった大学の一つではないかと記憶しています。以
来，積極的に交流を行っていますが，特に学術会議
は結構開催しました。学生の交流プログラムも盛ん

に行われていますね。2010 年からは交流もいっそ

う拡大し，浙大と北大との協業はますます高まって

きていると実感しています。

渡辺　2010 年 3 月に，浙大と北大の主催で「北海道
大学・浙江大学」交流デーを開催し，北大からは教
職員と学生 50 名以上が浙大のキャンパスを訪れま

した。北大の『北大時報』という年報の表紙にその

ときの写真が載っています。

江口　どのような分野で連携したのですか。

呉　最初はマクロ的な協力からスタートし，お互いに

強みを持つ領域や興味を持つ領域に重点を絞ってい

きました。「エネルギー・環境」も当然その中に入っ

ています。

渡辺　浙大は農学系が非常に充実している大学で，札
幌農学校を前身とする北大とは農学分野で以前より

交流があり，それが全学交流に発展しました。

江口　お互いに強い分野，目指す分野が近いというこ

とが，交流のきっかけだったわけですね。

　　浙大と富士電機の関係は，2004 年からスタート

しました。当時，富士電機は中国での多角的なビジ

ネス展開を考え，さまざまな機関との連携を深めて

いました。その中で，大学としては特に浙大が企業
との連携を進めていたことから，2004 年，産学連
携による研究開発が始まったのです。

　　2006 年 4 月には浙大と包括契約を締結し，浙大
内に研究開発センターを設置，2010 年 4 月にはイ

ノベーションセンターを設立して，順調に連携を拡
大しています。お互いに期待できる成果も，さらに

大きくなってきているのではないでしょうか。

　　浙大と包括連携をしている企業は多くないようで

すが，呉先生は富士電機との連携をどのようにお感
じですか。

呉　浙大は，グローバル企業との協業を大変重要視し

ています。この中で，富士電機との協業は着実に展
開しており，成長性や将来性に富んだ協業モデルだ

と認識しています。

　　先ほど江口さんがおっしゃったようなステップを

踏んで，われわれの関係はここまで発展してきまし

た。最初はプロジェクトからスタートして，次に枠
組みをつくり，最後は事業に向かって展開する。浙
大はプロジェクトのいわゆる基地になっていますし，

人材協力の平常化された枠組みもできています。あ

とは本格的な事業展開を数多く推進することですね。

中国13都市で進むスマートコミュニティ
江口　現在，イノベーションセンターでは，エネルギー

分野ではスマートグリッド，輸送分野では電気自動
車（EV），環境分野では産業排水処理と，この三つ

の事業分野を中心に協業が進んでいます。

　　この三つの事業分野のうち，特に「エネルギー・

環境」は富士電機の注力分野であり，本日の本題で

もあります。ではまず，サスティナブルな社会の実

〈注〉 日本ガイシ株式会社から環境関連事業を承継した株式会 

 社 NGK 水環境システムズと，富士電機システムズ株式会 

 社から水環境事業を承継した富士電機水環境システムズ 

 株式会社は，2008 年 4 月 1 日に合併して新会社「メタ 

 ウォーター株式会社」を設立
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入社。2006 年富士電機システムズ株式会社取締役。2009 年富士電機
アドバンストテクノロジー株式会社代表取締役社長。2010 年富士電機
システムズ株式会社取締役執行役員常務。2011 年 4月から富士電機株
式会社の執行役員となり，6月に同取締役に就任し，CTO，技術開発本
部長を兼務している。

現のために事業化が急がれるスマートコミュニティ，

スマートグリッドについて話を進めたいと思います。

　　今，富士電機はスマートコミュニティについて，

国内では北九州市や離島マイクログリッドなどのプ

ロジェクトに参画しています。一方で中国でのス

マートグリッドにも非常に注目しています。浙大も

そういった方向に目を向けていると思いますが，中
国の生態城（スマートコミュニティ）に関する今後
の取組みについて，呉先生はどのようにお考えで

しょうか。

呉　21 世紀も第 2の 10か年に入り，環境とエネルギー

がメインのサブジェクトになりつつあります。

　　インターネットが社会に大量に入り込むように

なってから，生活形態や交通網など環境に大きな負
荷がかかるようになったのは事実です。また中国と

いう国としての発展からすれば，都市化というキー

ワードは切り離せません。この流れから，エネル

ギーをグリーン化するという発想が自然に出てきた

のだと思います。今後は IT 技術の発達が，都市の

生態変化における大きな推進力となるに違いありま

せん。これからの街づくりのキーワードは環境，エ

ネルギー，IT です。

　　中国は今，一部の都市で構造のグリーン化，スマー

ト化を推奨しています。大都市ではスマートコミュ

ニティの発展が，第三次産業の発展にもつながるの

ではないかと期待されています。

渡辺　中国は全国 13 都市で，水の再利用，自然エネ

ルギーの利用，あるいはグリーントランスポーテー

ションなどを中核にしたスマートコミュニティへの

取組みを宣言しています。全く新しい 21 世紀型の

環境と調和した都市づくりを目指すという，中国の

意気込みが伝わってきます。

呉　中国では，スマートコミュニティは経済を牽引す

る対策の一つとして考えられており，今後さらに多
くの取組みが出てくることが予想されます。

　　スマートコミュニティの建設は，従来の 20 世紀
型の都市建設とはかなり様相が異なると思われます。

一番の特徴は，環境を重視した建設のあり方です。

エネルギーの消費の問題，交通の問題など，解決す

べき問題はたくさんあります。IT の発展が，そう

いった問題解決の重要なファクターになるのではな

いでしょうか。逆にスマートコミュニティの建設が，

新しいアプリケーション技術を牽引していくのでは

ないかと私は思っています。

「人が中心」の新たな街づくりへ
江口　アメリカ，欧州，インドなど，世界のあちこち

でスマートグリッドのプロジェクトが進んでいます

が，中国では水処理をセットで行うプロジェクトの

多いことが特徴ですね。

　　富士電機が，現在国内で参画している北九州市と

離島マイクログリッドのプロジェクトも，省エネや

電力の安定化をメインテーマに日本のモデルをつく

ろうというもので，エネルギーマネジメントに重点
を置いたコミュニティづくりとなっています。

　　そのような中で東日本大震災が起こり，壊滅状態
となった東北地方の復興に，スマートコミュニティ

による新しい街づくりを推す動きが出てきています。

私は水処理をセットにした中国のモデルも日本に

とって大いに参考になるのではないかと考えていま

す。

　　中国が現在進めている水処理のコンセプトは，日
本から見てどのようなものなのでしょうか。

渡辺　近代上下水道が 20 世紀につくられました。当
然，日本ではそれをほとんど完備しており，中国も

近代水道の整備に随分投資しています。
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呉 朝暉　WU Zhaohui
　1966 年生まれ。1993 年浙江大学工学系博士課程修了。博士課程中
にドイツ人工知能研究センター（DFKI）に留学。その後，同大のコン
ピュータ学部で教師を担当。アリゾナ州立大学客員教授。2005 年に科
学技術処の処長。2007 年同大科学技術研究院院長。2008 年に浙江大
学の副学長に就任し，国家 863 情報領域専門家チームのメンバー，国
家近代サービス業計画専門家チームの副チーム長も務める。

渡辺 義公　わたなべ よしまさ
　1945 年生まれ。1967 年北海道大学工学部衛生工学科卒業。1972
年同博士課程修了。宮崎大学工学部助教授，米国・カリフォルニア工科
大学客員研究員。タイ・アジア工科大学院准教授。1988 年宮崎大学工
学部教授 1993 年北海道大学工学部教授。オランダ・デルフト工科大
学客員教授 2008 年北海道大学名誉教授，環境ナノ・バイオ工学研究
センター特任教授，センター長。現在は，中央大学研究開発機構教授お
よび JSTと NEDOの“水関連プロジェクト”のアドバイザーも務める。

　　しかし今，中国が進めているのは，従来型の近代
上下水道に代わる，新しい水利用システムを持つ都
市です。水の再利用について , 中国はもちろん，日
本やその他の国でも盛んに進められていますが，今，

中国が率先して提案しているのは，従来型の上下水
道システムでの再利用ではなく，全く新しいコンセ

プトでの再利用です。まず都市の全体像を描いた上
で，どういう形の水利用システムが最適かを考える。

やがてそういう時代を迎えるのではないかと思いま

す。

江口　中国の取組みが世界をリードすることも考えら

れるのでしょうか。

渡辺　あると思いますね。

　スマートコミュニティによって，都市が変わるとわ

れわれは考えています。中国がスマートコミュニ

ティにおいて提案している水の再利用に関する全く

新しいコンセプトは，大いに期待を寄せていいと思
います。

呉　街の建設は，これからは人が中心になっていくで

しょう。人をもとに街の青写真を描いていく。情報
技術を例に挙げると，デジタルシティからスマート

シティへと変わるプロセスでは，人にフォーカスし

ているかどうかが分岐点になります。

渡辺　都市に人が集まるので水をたくさん供給する。

都市によって使われた水は下水になり，それを垂れ

流すと環境が悪くなるので，処理して放流する。こ

れは都市が代謝をしている状態ですが，人に焦点が

当たっていませんでした。

　　呉先生が言われた「人が中心」は，街づくりの新
しいメッセージになるだろうと思います。

江口　そうですね。コミュニティとは共同体意識を

持った人々の集団とか，その地域という意味の言葉
ですから，スマートコミュニティの中心に，人を置
くということは，考えてみればごく当然のことです

ね。

渡辺　最近，スマートコミュニティだけでなくいろい

ろな分野において，中国が最大のマーケットだと世
界中が見ています。しかしマーケットとして見てい

る限り，中国との良好な関係は生まれません。俗に

言う Win-Win の関係が入り込まない限り，中国と

日本とのビジネスはうまくいかないと思います。で

すから，今回のスマートコミュニティは大きなモデ

ルになるのではないでしょうか。スマートコミュニ

ティをどうやってつくり上げるか，日本と中国で知
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恵を出し合うことが実は一番重要なのです。富士電
機と浙大がそういう視点を持って協力されているこ

とは，大変素晴らしいと思います。

省エネ技術で都市システムに寄与
江口　富士電機は水処理システムを省エネの側面から

考えています。

 　　富士電機の一番の強みは，電気の根幹に当たる

パワーエレクトロニクスとパワーデバイスです。そ

れらの技術を通じて，省エネを可能にした水処理シ

ステムのコンポーネント供給に取り組んでいます。

　　特に最近，シリコンカーバイドを使ったパワー半
導体の開発に力を入れており，これが完成すると，

機器の大きさは従来の 5 分の 1 に，電力の損失は 2
分の 1 から 3 分の 1 になります。省エネに大きく寄
与できる製品であると自負しています。

呉　富士電機のこの分野の先端的な技術については，

われわれも大変注目しています。浙大は中国では唯
一，国家級のパワエレ実験室が設置されており，パ

ワーエレクトロニクス分野の研究では国内でもトッ

プクラスです。パワーエレクトロニクス技術を用い

たスマートグリッド技術への展開，あるいはスマー

トコミュニティの構築は大変将来性があり，その分
野において富士電機との協力をさらに深めていくこ

とでしょう。

協力体制を学生の共同育成にも
江口　私もそう期待しています。

　　ところで，スマートコミュニティの創造にはさま

ざまな分野の人材が必要になってくると思われます。

浙大ではこれまでにも多くの優れた人材を輩出して

いますが，これからの中国を中核から支え，世界で

活躍していく人材を育てるために，どのような教育
方針で取り組んでいるのでしょうか。

呉　浙大の大きな特徴の一つに，学術分野がそろって

いるということが挙げられます。学生の数を見れば，

その規模がおわかりいただけると思います。学部卒
業生は毎年 5,600 人ほど。修士課程からは毎年 8,000
から 9,000 人ぐらいの卒業生を世の中に送り出して

います。さらに学内には博士課程の学生が 9,000 人
もいます。

　　浙大では，学部生に対する教育は教養教育と専門
教育を並行して行います。ヨーロッパの教養教育と

中国独自の専門育成を結合させた教育方針を展開し

ています。また，大学院生の教育では研究開発と一
体化させて進めています。研究は大学院の主要なタ

スクとなっており，実際，浙大の研究開発力は，大
学生の教育の一環として生まれてきています。ちな

みに，2010 年度の研究開発費用は 27 億元（約 338
億円）でした。

　　また最近では，大学院の教育が企業との協業に結
びつけるように推奨しています。その一環として，
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エンジニアマスター教育というプログラムを設けま

した。これは，例えば富士電機のような企業と大学
教員とが共同で，大学生を育成していくというプロ

グラムです。これにより，学生は産業の背景をよく

知るようになります。今までは実験的に行っていま

したが，今後の 5 か年計画では力を入れて拡大，普
及させていきたいと考えています。

　　また，私どもでは大学間の協業も推奨しています。

特に，共同研究論文ではなく，学生の共同育成とい

う観点での協業に力を注いでいます。北大と浙大の

協業もそのいい例と言えましょう。

　　われわれ 2 大学と 1 企業の協力体制を，プロジェ

クトだけに留めておくのはもったいない。大学院生

の共同育成にも生かしてみてはどうでしょうか。北
大の学生たちにも，ぜひ浙大に留学してもらいたい

ですし，中国国内で一緒に企業をつくってもいいで

はありませんか。もう 1 社，企業に加わってもらい，

2＋2 で協業してもいい。例えばエネルギー関連で

言えば，スマートコミュニティ事業に参画している

浙大関連企業もその候補に考えられます。そのよう

な企業と協業することで，富士電機の技術や製品を，

既存のものも含めて効果的に市場に送り出していく

ことができるのではないでしょうか。

江口　中国の学生は目的意識が高いので，共同育成は

いいアイデアだと思います。渡辺先生は日本の学生
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と中国の学生との違いについて，何か感じられますか。

渡辺　1993 年に北大に移り，初めて担当した博士課
程の学生のひとりが，浙江省出身でした。彼は，膜
を使った水処理の研究で北大でドクターを取った第
1 号でした。北大の前身である札幌農学校の初代教
頭であるクラーク博士の“Boys, be ambitious（少
年よ，大志を抱け）”という言葉はあまりにも有名
ですが，その学生と一緒に研究を進める中で私が感
じたのは，非常に優れた研究者であることはもちろ

んですが，日本人と比べてベリーアンビシャスだと

いうことです。彼だけでなく私の知っている中国人
の学生は，日本人よりベリーアンビシャスですね。

　　その学生が北大に来た 1993 年頃は，日本は中国
よりも相当高い技術を持っていました。ですから，

私は日本の技術を彼に教え，彼はそれを理解して研
究を進めるという指導方法でよかったのです。

　　ところが今回，浙大に来ていろいろ話を聞いたり

施設を見たりして思ったのは，もはやテクノロジー

トランスファーは時代遅れだということです。です

から今後，日本に留学してきた中国の学生を指導す

る際は，日本の技術と中国の技術の相違点を見つけ

ることから始めないといけません。一方的に日本の

技術を教えるというスタンスでは，これから日中の

学生交流は難しいものになるでしょうね。

　　もう一つ申し上げたいのは，先ほど呉先生は，浙
大が中国におけるパワーエレクトロニクスの中心と

おっしゃいました。そうであれば，北大のその分野

の学生は浙大に留学したほうがいい。一方，北大は

2010 年，鈴木章先生がパラジウム触媒を用いた化
合物の反応でノーベル化学賞を受賞しましたが，触
媒化学の分野では日本のトップクラスです。他にも

農学は長い歴史がありますし，私どもの研究分野で

ある環境や水処理の分野も非常に充実しています。

　このように北大も浙大もお互いに大きな大学で，い

ろんな分野を持っていますが，やはり特徴のある分
野がいくつかあります。その分野を集中的に上手に

使った交流をやったほうが，お互いの大学にとって

いいのではないかと思います。

呉　大変賛同できるアイデアですね。これからの学問
は，総合性を重視しなければいけないと思います。

スマートグリッドは一つのいい例ですが，いろいろ

な学術分野を交差しなければ実現には結びつきませ

ん。国際間の協力では，渡辺先生がおっしゃる強い

分野の連携がなおいっそう重要になってくるのでは

ないでしょうか。「強い」と「強い」の結合は，人
材もよく育ちますしね。今はインターネットという

便利なツールもありますから，昔に比べると協力も

随分としやすくなっているはずです。

江口　国際的に活躍できる優秀な人材が，国際間の協
力の下に育成され輩出されることは，富士電機とし

ても大変心強く感じます。富士電機の今後の発展に

も大きく寄与してくれるものと思います。
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協業を通じてサスティナブルな社会を
呉　今，浙大では，将来に向けて重点領域を定めよう

としています。スマートシティ，スマートアイラン

ド，スマートシー，あるいは新型の農村の建設，こ

ういった領域について重点的に進めていく計画です。

北大とはスマート水処理の分野で，富士電機とはパ

ワーエレクトロニクス技術の分野で，ぜひ協力して

取り組んでいきたいと思っています。

　　われわれは今ちょうど，スマートアイランドの一
つのプロジェクトを推進中で，人を中心に，それぞ

れの島に一番ふさわしい設計を行っています。中国
ナンバーワンの科学技術研究のモデルアイランドを，

われわれはつくり上げたいと考えています。もし，

ご興味があれば，今後もこの話題を継続させていき

たいと思っています。

江口　ぜひよろしくお願いします。

渡辺　呉先生のスマートアイランドの中で水処理を考
えるという視点は，とても重要だと思います。

江口　水は人間にとって必要不可欠で，その水をつく

るにはエネルギーが必要です。このエネルギーをいか

に抑えるか。富士電機はこの大きな問題に，他社には

真似できない強みを生かして取り組んでいきます。

呉　浙大は北大と以前より研究，協業してきました。

富士電機とはまだ歴史は浅いですが，順調に協業を

展開してきています。本日のこの鼎談によって，わ

れわれ 3 者の協業コラボレーションをさらに調和し

ていけるのではないかと感じています。中国・日本
におけるサスティナブルな社会の実現は，われわれ

の共通の目標であり大変重要なポイントです。その

ためにもわれわれの協業をさらに確実に実現できる

よう祈っております。

　
江口　富士電機では，中国のスマートコミュニティ構

想におけるプロジェクト参画に大いなる期待を持っ

ていますが，一方では日本国内の東北地方の復興の

ために，これまで培った技術を基に新しい街づくり

の一翼を担いたいと，精力的に取り組んでいます。

　　パワエレ，制御，プラントを中心にして，日々の

事業で蓄積した私どもの経験やノウハウと，浙大の

持つ中国を中心にした環境，I Ｔ分野における知見，

そして北大の水処理をはじめとする環境，エネル

ギー分野での先端的研究を融合させて，富士電機は

次の新たなるグローバル展開につなげていきたいと

考えます。

　　本日はどうもありがとうございました。
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