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壱岐 
・地域における循環型社会の実現に向けた場づくり 

・地域の力を活かすコンパクトなスマートコミュニティ 
・地域で元気に生きるための個人と組織のあり方 
・食とエネルギーとケアに関する統合ビジョンづくり  
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持続可能な社会システムのビジョンづくり 
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長崎スマートソサエティ 

■長崎スマートソサエティ発起趣意 
 
 「・・限りある地球上にも、２つだけ無限のものがある。それは、われわれが責
任を負わなければならない未来の世代数と、われわれ自身の創造力である。
地球の限りある資源で、現在ばかりでなく未来の世代をも養わなければならな
いというのは、大きな課題である。」これは、ローマクラブの調査レポート「成長
の限界」から２０年後に書かれた「生きるための選択・限界を超えて」の序文の
中での、ヤン・ティンバーゲン（ノーベル賞経済学者）教授の言葉です。 
  
 人類の活動が地球の持続可能性を脅かすレベルに達していることは、ある
方ははっきりと、またある方はなんとなく感じていることと思います。 
 世界の人口爆発、それを支えるための食糧やエネルギー消費の拡大、それ
に伴い増大する各種の排出、私たちの地球は、それに持ちこたえ、これまでの
豊かな環境を人類に提供し続けてくれるでしょうか。また私たちは、これから豊
かになろうとする貧しい国の人々のために、地球の資源を確保しておくことが
できるのでしょうか。 
  
 「未来のエネルギーシステムがどのようになるかは、エネルギー分野に携わ
る者一人ひとりの社会的な責任である。」との思いで、「自然に学ぶ」コンセプト
の下、植物細胞に象徴される循環型・自律分散型で、互いに補完しあうエネル
ギーシステムを目指し、自主的な活動をつづける「福岡スマートハウスコンソー
シアム」「横浜スマートコミュニティ」。両コンソーシアムにおいては、年間それぞ
れ５０以上の国内外の展示会・セミナー等で、エネルギー制御やＨＥＭＳ等の
スマートコミュニティを支える技術や製品、開発手法、さらには、持続可能な社
会に向かうコンセプトや考え方が提示されています。また、オランダ政府協力
によるオランダ「太陽の街（北ホラント州ヘーアヒューホワート市）」との交流セ
ミナーや福岡スマートハウス常設展示場の開設等、社会に向けた価値提供が
行われています。 

 「長崎」。日本の西の端、県土の４５％を離島地域が占め、４０００ｋｍを超え
る海岸線、有する海域の面積は、陸域の２５倍で九州本土の広さに匹敵し、高
齢化率は全国より５年以上先を進む「長崎」。容易ならざる環境下にあります
が、古より、洋の東西を問わず海外から人が訪れ、全国から、新しい情報や考
え方を学びに、若者や有志の士が集い、全国に羽ばたいていきました。 
 そのような地勢と歴史を持つ長崎は、２０年前に千年続く街として徹底的な環
境共生の思想で造られた「ハウステンボス」をはじめ、五島・壱岐・対馬に代表
される離島の「美しい自然環境」や「森林・海洋資源」、世界ジオパークにも選
ばれている島原半島の「地熱・温泉熱」や西彼杵半島の「潮流」、大村湾や諫
早湾干拓などの閉鎖系水域の「水環境保全」など、全国には類を見ない多様
性と環境価値を有する地であります。 
  
 このような「長崎」の地、そして、新たな時代のアジアや世界に向けた「日本
の西海岸である長崎」の地においてこそ是非、福岡・横浜のコンソーシアムの
思いに連なる活動を広げたい。さらに、「日本の西海岸」のこの活動が、多くの
困難とそれに立ち向かいながら、一歩一歩復興を遂げる「日本の東海岸」であ
る東北の方々への「お役立」ちや「元気の提供」につながり、ともに歩み創る
「共創」につながればと望んでおります。 
  
 「長崎スマートソサエティ」を発起し、福岡・横浜コンソーシアムの方々を長崎
に迎え入れ、長崎からも多くの参加を得ながら、さらには、東日本や海外の
方々とも連携しながら、持続可能な社会づくりのためのコンセプトや技術を磨
いていきたい。そのような思いに賛同してくださる方々の参加を祈念して、「長
崎スマートソサエティ」を発起いたします。 

【発起人】 有馬 仁志 （株式会社ｄＳＰＡＣＥＪａｐａｎ代表取締役社長、横浜スマートコミュニティ代表、長崎総合科学大学客員教授、島原市出身） 
       中村 良道 （株式会社スマートエナジー研究所 ＣＴＯ／ファウンダー、福岡スマートハウスコンソーシアム代表、九州工業大学 客員教授）  

       早坂 昌彦 （ハウステンボス株式会社  事業開発室 室長） 
       稲田 雅厚  （元長崎県産業労働部政策監（科学技術担当）） 
       鈴木 高宏 （東京大学生産技術研究所先進モビリティ研究センター（ＩＴＳセンター） 客員准教授） 
       三原 寛司 （株式会社ユビキタス代表取締役社長、長崎市出身） 
       那須 隆志 （株式会社スマートエナジー研究所、福岡スマートハウスコンソーシアム 事務局長）  
       森田 孝明 （長崎県産業労働部 ナガサキ・グリーンニューディール推進室 課長補佐、長崎次世代エネルギーパーク（ハウステンボス）運営協議会事務局長） 



NAGASAKI 
SMART  SOCIETY コンソーシアム構成 

●会員構成 （敬称略 ）（2012年8月17日 現在） 

 ・企業 

   (株)スマートエナジー研究所、 dSPACE  Japan (株)、ハウステンボス(株) 

   (株)アバール長崎、日本テキサス・インスツルメンツ(株)、(株)村田製作所 

    FireWorks、(株)ｉＴｅｓｔ、(株)ユビキタス、 スターエンジニアリング(株) 

    (株)ユニバーサルホーム、(株)耕文社、(株)井之商、Ａｎｎｙ Ｇｒｏｕｐ 

    

 ・研究団体 

   崇城大学  エネルギーエレクトロニクス研究所 

   大阪工業大学 電気電子システム工学科 パワーエレクトロニクス研究室 

   長崎総合科学大学 

   長崎大学 大学院工学研究科 電気情報科学部門 電気電子工学分野 

 

 ・オブザーバ 

   九州経済産業局 （資源エネルギー環境課） 

   長崎県 （産業労働部 ナガサキ・グリーンニューディール推進室） 

  

 ・アドバイザ 

   田丸喜一郎 （（独）情報処理推進機構（ＩＰＡ） 

     ソフトウェア・エンジニアリングセンター 統合系プロジェクトサブリーダー） 

   林 弘樹 （有限会社 FireWorks、映画監督・プロデューサー「ふるさとがえり」） 

   井上 篤美 （ネクストワークス 建築デザイナー） 

   桃井 謙祐 （長崎大学経済学部 准教授） 

  

 

●発起人 

  有馬 仁志 （(株)ｄＳＰＡＣＥＪａｐａｎ 代表取締役社長） 

                     横浜スマートコミュニティ 代表） 

  中村 良道 （(株)スマートエナジー研究所 CTO／ファウンダー） 

            福岡スマートハウスコンソーシアム 代表） 

  早坂 昌彦 （ハウステンボス株式会社  事業開発室 室長） 

  稲田 雅厚  （元長崎県産業労働部政策監（科学技術担当）） 

  鈴木 高宏 （東京大学生産技術研究所先進モビリティ研究センター 

                           （ＩＴＳセンター） 客員准教授） 

  三原 寛司 （(株)ユビキタス 代表取締役社長） 

  那須 隆志 （(株)スマートエナジー研究所 

          福岡スマートハウスコンソーシアム 事務局長）  

  森田 孝明 （長崎県産業労働部 ナガサキ・グリーンニューディール推進室 

                                          課長補佐） 

          （長崎次世代エネルギーパーク運営協議会事務局長） 

 

 

●発 足   2012年 7月 26日 

 

●事務局  (株) スマートエナジー研究所 

        静岡県駿東郡長泉町下土狩33-8 スワベビル30A 

        TEL : 055-943-5700 

        Mail : nagasaki-ss@smartenergy.co.jp 

        URL : http://www.smartenergy.co.jp/nagasaki/ （※近日公開予定） 
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長崎スマートソサエティ 

発足記念セミナー 

■2012年7月26日 (木)  

●長崎スマートソサエティ発足記念セミナー （ハウステンボス ユトレヒトプラザ） 13:00～18:30 

  １） 来賓挨拶 

    九州経済産業局 資源エネルギー環境部長  茂木 伸一 氏 

    長崎県 産業労働部 ナガサキ・グリーンニューディール推進室  室長  黒崎 勇 氏 

    福岡市 環境局 環境エネルギー政策部 エネルギー政策課長  松島 清隆 氏 

  ２） 長崎スマートソサエティのコンセプトについて 

    福岡スマートハウスコンソーシアム 代表 （(株)スマートエナジー研究所 ＣＴＯ／ファウンダー） 中村 良道 氏 

    横浜スマートコミュニティ 代表 （ｄＳＰＡＣＥ Ｊａｐａｎ (株) 代表取締役社長）  有馬 仁志 氏 

    長崎県産業労働部 ナガサキ・グリーンニューディール推進室  課長補佐  森田 孝明 氏 

  ３） 長崎の歴史と文化について 

    一般社団法人 日本べっ甲協会 専務理事 （元 長崎県産業労働部 政策監（科学技術担当）） 稲田 雅厚 氏 

    ハウステンボス株式会社  事業開発室  室長  早坂 昌彦 氏 

  ４） 特別講演 

    (株) 井之商  代表取締役  井上 昇 氏 

    ネクストワークス  建築デザイナー  井上 篤美  氏 

  ５） 映画上映 『ふるさとがえり』 ～ トーク・ショー  15:30頃 

    林 弘樹 監督 

 

●交流会 （ハウステンボス トロティネ）  19:00～ 

    ※交流会費 ¥7,000- 

 

■日時 2012年7月26日(木)～7月27日(金) 

■会場 ハウステンボス ユトレヒトプラザ 

■主催 長崎スマートソサエティ発起人会 （事務局 (株) スマートエナジー研究所） 

■共催 福岡スマートハウスコンソーシアム ／ 横浜スマートコミュニティ 

■後援 九州経済産業局 ／ 長崎県 ／ 福岡市 ／ 沖縄県南城市 

■定員 ２００名 

■セミナー参加費 無料 

セミナー記念テキスト 
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長崎スマートソサエティ 発足記念セミナー 

●長崎スマートソサエティ発足記念セミナー  （ハウステンボス ユトレヒトプラザ）  10:00～16:00  

  １） 来賓挨拶 

    長崎県 産業労働部  政策監  鈴木 高宏 氏 

  ２） 長崎スマートソサエティ 挨拶 

    福岡スマートハウスコンソーシアム 代表 （(株)スマートエナジー研究所 ＣＴＯ／ファウンダー） 中村 良道 氏 

    横浜スマートコミュニティ 代表 （ｄＳＰＡＣＥ Ｊａｐａｎ (株) 代表取締役社長）  有馬 仁志 氏 

    長崎県産業労働部 ナガサキ・グリーンニューディール推進室  課長補佐  森田 孝明 氏 

    (株) ユビキタス  代表取締役社長  三原 寛司 氏 

  ３） 特別講演 

    日経ＢＰ社 日経エレクトロニクス  副編集長  狩集 浩志 氏 

    (独) 情報処理推進機構（ＩＰＡ）  ＳＥＣ  統合系プロジェクト  サブリーダー  田丸 喜一郎 氏 

    宇宙航空研究開発機構(JAXA) 研究開発本部 電源グループ 開発員 岩佐 稔 氏 

    安藤建設(株)  建築本部 ＬＣＡ部  副部長  岩藤 泰男 氏 

  ４） コンソーシアム・プロジェクト・メンバー企業から取り組みの紹介 

    崇城大学 エネルギーエレクトロニクス研究所  所長  中原 正俊 氏 

    大阪工業大学 電気電子システム工学科 パワーエレクトロニクス研究室  教授 大森 英樹 氏 

    (株)村田製作所 モジュール事業本部 事業企画部 事業推進課 主任 宮本 博之 氏 

    (株) ｉＴｅｓｔ  北九州支店  支店長  真砂 宏章 氏 

    日本テキサスインスツルメンツ(株) 営業・技術本部 マーケティング統括部 マネージャ 正田 博之 氏 

    (株)アバール長崎 営業部 企画課  課長  西川 亘 氏 

    スターエンジニアリング(株)  代表取締役  和田 英幸 氏 

    (株)ユニバーサルホーム  代表取締役専務  横山 真司 氏 

  

■2012年7月27日 (金)  

長 
崎 株式会社スマートエナジー研究所 

静岡県駿東郡長泉町下土狩33-8 スワベビル30A 
TEL : 055-943-5700  URL : http://www.smartenergy.co.jp/nagasaki/ 

【事務局】 

ハウステンボス ユトレヒトプラザ 


