
 

平成 25年 2月 6日 

関係各位 

マイケル・ノーベル・エネルギー・技術シンポジウム 2013開催の件 

～アジアの太陽エネルギー利用を考える～ 

－アジア・エネルギー・ネットワークについての産学の国際交流－ 

 主催  未来アジア技術フォーラム 

 未来技術研究会(注 1) 

 協力  東京工業大学原子炉工学研究所 

デリー工科大学 

ラジフガンジー工科大学 

 

 今後の日本、世界が必要とするエネルギー確保をどの様にしていくか、その将来の方向性について、

3.11原発事故を境に大きな議論を呼んでいます。この度、将来のエネルギー技術開発に取り組む、APS

開発研究会と未来技術研究会等の共催で、ノーベル財団のマイケル・ノーベル博士をお招きして、「ア

ジアの太陽エネルギー利用を考える－サンベルトを中心とするアジア・エネルギー・ネットワーク－」

をテーマとした構想や課題を討議する国際シンポジウムを開催いたします。 

本シンポジウムは、サンベルトを中心とするアジア・エネルギー・ネットワークを日本の大学、大

学発ベンチャーや、産業界にどう位置づけていくか、今後の課題と展望について考えるきっかけとす

るために、開催されますので、ご興味ご関心のある方々の参加を広く募ります。 

【記】 

日 時： 2013年 2月 21日(木) 14：00～17：55（開場：13:30）18:10～19:30（懇親会） 

会 場： 東工大・大岡山キャンパス西 8号館 E棟 10階「大会議室」 

【プログラム・講師】 

14:00～14:05  ご挨拶 

14:05～14:45 1. 基調講演 

 「再生可能エネルギーの現在と将来」 

東京工業大学 シニアリサーチフェロー  マイケル・ノーベル博士 

14:45～15:45 2. 大学からの提案 

 「インド日本の大学連携～For IU2 Leading to JE3～」 

デリー工科大学 副学長 P.B.シャルマ氏 

 「サンベルトを中心とした Asia Energy Network(AEN)構想について」 

東京工業大学 教授 玉浦 裕氏 

15:45～15:55 3. インド地方政府からの提案 

 「ウッタル・プラデーシュ州のエネルギー戦略」(注 2) 

ウッタル・プラデーシュ州 州首相 アキレッシュ・ヤダ氏 

15:55～16:10 休憩 
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16:10～17:40 4. 産業界からの提案 

 「日産の EVチャレンジ」 

日産自動車(株)フェロー 博士（工学）久村 春芳氏 

 「再生可能エネルギー分野における日印協調への期待」 

Bergen Group会長 R.クマール カウラ氏 

 「アジアに向けての先進電力技術について」 

～MERS 技術の電力への応用について～ 

東京工業大学 卓越教授 嶋田 隆一氏 

(株)MERSTech 社長 志賀 雅人氏 

17:40～17:55 5. まとめ 

  今後の活動について 

東京工業大学 教授 有冨 正憲氏 

神奈川工科大学 特任教授 平野 宏和氏 

デジタルプロセス(株) 加藤 廣 

(注) 海外講師の講演は、英語で行われます（日本人講師の講演は日本語です）。 

当日の配付資料はありませんが、後日、資料の抜粋を、下記ネットに掲載の予定です。 

プログラム等の最新情報もこちらでご確認頂けますのでご利用下さい。 

 http://groups.yahoo.co.jp/group/mnobel_forum/ 

18:10～19:30 懇親会 

シンポジウム終了後、ざっくばらんな意見交換をお楽しみ下さい。 

会場：大岡山キャンパス 大学食堂棟 2階「季の味ガーデン」 

 

【定員】  80名 申込み先着順に定員になり次第受付を締切ります。 

 

【参加費】 講演聴講  一般 2,000円、 学生 1,000円 

      懇親会費  3,000 円（一般、学生共）  

      ( 参加費は、当日、受付にて頂きます。おつりの無い様にお願い致します。） 

 

【申込方法】 

   氏名、所属、連絡先（郵便番号・住所・電話番号・E-mail アドレス）、懇親会参加の有無

を明記の上、「マイケル・ノーベル・シンポジウム申し込み」と題記し,下記 E-mail アドレ

スまでお申し込みください。受付の可否を担当よりメールにて返信致します。 

マイケル・ノーベル・シンポジウム事務局（担当：国友、加藤、加茂下、八木） 

  E-mail: obm-nobelsympo@dipro.co.jp 

 

(注 1)  未来技術研究会は団塊世代の東京工業大学卒業生で運営する「エンジニアの異業種交流」研究会で

す（英語名：Future Innovative Engineering Society、 略称「FIEの会」）。 

    本会の目的は「技術全般に関する国際・業際・学術的研究および研究開発管理の一層の発展を計る

ため、これに携わるものが一堂に集まり、情報や意見の交換を通じて相互に交流する機会を作ること」

であり、1992 年にスタートしました。現在 16 名の東京工業大学卒業生＋オブザーバで構成し活動し

ております。
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(注 2)  ウッタル・プラデーシュ州 （Uttar Pradesh）は、ガンジス川流域の平原にあり、インド国最大

の州で、1億 9000万人の人口があり、首都はラクナウ市です。 

    今回ヤダ首相（Chief Minister, Akhilesh Yadav）は、日本とインド・ウッタルプラデーシュ州と

のエネルギー分野の産学連携の推進を目的に来日しました。ヤダ首相はインドで最も若い首相として、

その手腕が期待されています。今回 Mohammad Azam Khan 議員と Choudhary Munawwar Saleem 議員も

同行します。 

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

------講師紹介------ 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 
■マイケル・ノーベル博士（Dr. Michael Nobel） 

東京工業大学・シニアリサーチ

フェロー 

･ノーベル賞の創設者アルフレッド・ノーベ

ルの兄弟の子孫、ノーベル・チャ

リタブル・トラスト財団会長（ス

ウェーデン在住） 

･ノーベル賞関連の活動のほかに、

スウェーデン・サーブ社のアドバ

イザなど多くの企業にアドバイ

ザの立場で助言、提言を積極的に実施している 

[基調講演]   

再生可能エネルギーの現在と将来 

 （Alternative Energy Now and in the Future）  

 

■P.B.シャルマ（Professor P. B. Sharma） 
デリー工科大学 副学長 

[講演]  

インド日本の大学連携～For IU2   

Leading to JE3～  
 

(Indo-Japan University-University Collaboration 

–For IU2 Leading to JE3-) 

 

 

 

 

 

 

 

■玉浦 裕(TAMAURA Yutaka) 

東京工業大学 教授、理工学

研究科化学専攻 

[講演] 

Energy Network(AEN) 
構想ついて 

 

 
 

 
■アキレッシュ・ヤダ（Akhilesh Yadav） 

ウッタル・プラデーシュ州 

州首相 
[講演] 

ウッタル・プラデーシュ州の

エネルギー戦略 

 
（Energy Strategy in Uttar Pradesh） 

 
■久村 春芳（KUMURA Haruyoshi） 

日産自動車(株) フェロー 

博士(工学）  

[講演] 

日産の EV チャレンジ 
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■R.クマール カウラ（Rajinder Kumar Kaura） 
CMD、 Bergen Group 会長 

インド太陽エネルギー協会

(SESI)事務局長 

[講演]  

再生可能エネルギー分野にお 

ける日印協調への期待 

（Prospect of Collaboration between India and 

Japan in the Field of  Renewable Energy） 

 

 

 

 

 

 

■嶋田 隆一 (SHIMADA Ryuichi)  
東京工業大学 卓越教授、原子炉工 

学研究所、MERS 共同研究部門 

[講演]  

アジアに向けての先進電力技術

について 

~MERS 技術の電力への応用について～ 
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