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会津大学とスマートシティ
Univ. of Aizu and Smart city

2022年 12月4日 会津大学 岩瀬次郎
IWASE Jiro, Regent, The University of Aizu
Assistant officer to CDO of Fukushima Prefecture
Architect, Smart City Aizuwakamatsu

4th ASEAN-Japan Smart Cities Network High 
Level Meeting on December 4, 2022
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会津大学 Univ. of Aizu Leading edge DX/ICT Research
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Robotics

Big Data

High Performance

Computing

高性能计算

Security

Bioinformatics
Environment

Cloud Computing

Space Exploration

イノベーションコースト構想
ロボットSW拠点

月惑星アーカイブサイエンス拠点（COE)

地域サイバーセキュリティ拠点先端ICTラボデータセンター

AIセンター

データサイエンスラボ

エッジコンピューティング

コンピュータサイエンス領域では日本最大
- 学生毎年240名入学(就職率100%)
- 研究者約100名

産学連携：2021年経産省 「地域オープンイノベーション拠点」認定
Regional Open Innovation site certified by Government(METI)

The largest school re number of ICT 
researchers & students
- 240 students enroll every year, 
employment rate 100%
- Approximately 110 ICT researchers
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オフィスは大学の周辺に立地

- 学生にとって：アルバイト先、スキル修得

- ベンチャーにとって：優秀な技術者の確保

• 39 IT ventures (No. 1 public university)

• 2nd nationwide per 1,000 students

• Over 600 IT engineers

< 地方経済停滞の中、会津大学発ベンチャーはがんばる >

■デザイニウム
前田社長
会津大学在学中設立

創設者上野氏
（第一期卒業生）

■(株)ブランチズム 2022年2月

橋本社長、助川氏
（学生起業）

久田社長
会津大学 博士第一号

受託開発系

デザイン系

R&D系

Good part time job for students

Skilled resource for ventures

佐藤代表

◼ ウェブレッジ
社員200名規模(最大)

■ 教員 2020年9月

・AizuBT(株) 岡前学長
・(株)コンピュート

教員 現学長 前学長

会津大学発ベンチャー IT Ventures
Univ. of Aizu start up IT 
ventures provide significant 
IT resource.

大学の周辺
（自転車圏内）

Venture offices in 
bicycle distance

Univ. of Aizu
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会津若松市 スマートシティAiCTとの連携
Collaboration with Aizuwakamastu AiCT( Aizu smart city base)

価値＝入居企業と会津大学の研究者・学生との連携
The value = collaboration between companies and researchers/students

データ収集・公開連携基盤

市民ポータル
（会津若松プラス）

デジタルコミュニケーションポータル（MyID/UI/AI）

サービス連携IF (IoTPF)

IoTPF連携IF IoTPF連携IF

デバイス管理IoTPF連携IF (情報登録)

オープン
データ管理

オープン
データ

事業者クラウド 事業者クラウド

SOC監視エンジン
・API

監視
API

IoTPF連携IF (情報公開)

データトレーサビリティ・流通制御

データ収集・
処理基盤

真正性保証
(改ざん防止・端末正当性検証)

セキュリティ機
能

セキュリティ
管理・分析エンジン

監視・インシデント対応

SOC連携
API

行政職員

監視エンジン
(将来)

分析官

地域データ

プラットフォーム

地域スマートシティ
データ基盤

Government Public cloud

各アプリ・サービス

データアナリティクス/
セキュリティ人材育成

実証フィールド

事業提案・実証テーマ
※計画段階の事業含む

Energy SightseeingHealthCareEducation

Agriculture FintechIndustry4.0 Mobile

AI
A

C

B D

Cyber security

Cyber rangeセキュリティ
検証・演習基盤

研究者
中村章人
Cyber security, 
Cloud computing

Robotics

ロボット技術開発、研修基
盤AOJ

研究者
屋代眞
Robotics 
implementation

成瀬継太郎
Robotics

渡部有隆
Aizu online judge

データサイエンスData science.

データ解析, 基盤

研究者 橋本・畠

会津大学 会津オープンイノベーション会議（AOI会議）

Aizu Open Innovation 
meeting (AOI) is need 
based meeting to find 
seeds to solve the 
issue.

シーズ Seeds

ニーズ
Needs

（明確）

（不明確）

TypeⅢ

シーズ
探索型

TypeⅣ

事業化型

TypeⅠ

勉強会型
TypeⅡ

プッシュ型

会津
AOI会議

VR実証
(TypeIII)

FINTECH.

ブロックチェーンSWの検討
（Type III)

Blockchain
学内通貨の実証
(Type IV)

UoA
Kiosk

AOI会議
年間約300回開催

AiCT 2019 4月22日開所会津若松城
Aizuwakamatsu
castle

入居企業の多くは会津大との連携実績あり Many of the 
tenant companies have experience of 
cooperation with the University of Aizu

岩瀬・石橋
Industry 4.0

Industry 4.0 IoT

Edge computing

齋藤 寛
ASIC, FPGA, Asynch
circuits

富岡 洋一
FPGA, HPC

エッジコンピューティング

6

Patent/IP

知財管理IP/Invention

田中 秀樹
TANAKA Hideki

田中・鈴木・岩瀬
Smart city

Smart city スマートシティ全体

医療

デジタル田園都市国家構想“Digital 

DENEN TOSHI(Digital Rural City program) " 
（2022.6月 デジタル実装タイプ（TAPE３）採択）

AI

AIセンター（機械学習、
AI基盤）

研究者
Q. Zhao
Deep learning, 
rule extraction, 
and AI services

A. Ben
Neuro-inspired 
Computing 
Systems

I. Paik
Semantic Web, 
Big Data Science 

Networking

C.T.Truong
Multimedia & NW, 
image/video 

防災

宮崎・李

学生インターン等

川口・光永・高橋

陳・朱 Healthcare

先端ICTラボ(LICTiA)
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エネルギーマネジメントシステム先進事例 Advanced Energy Management System

会津大 西駐車場のソーラーカーポート
Solar carport in west parking area

電力トレーサビリティシステム
Power traceability system

オフグリッド蓄電ソーラーカーポート実証実験
Off-grid solar carport experiment

【事業の特徴】 characteristics of the project

・太陽光を利用した再生可能エネルギーマネジメントシステムの先進

事例 Advanced renewable energy management

・AIチップによるバッテリーの充放電制御

AI chip controls battery charge / discharge

・ブロックチェーンを利用した電流資源のトレーサビリティ

Traceability by blockchain technology

・アルプスアルパイン社シームレスカーライフ実証EVで使用

Used in EV of Alps Alpine's seamless car life project

ACSL（AiCT入居）:AIチップ搭載蓄電池とブロックチェーン管理基盤の開発
ACSL: Development of battery with AI chip and blockchain platform

バンプージャパン（AiCT入居）:ソーラーカーポートの開発および運用
Banpu Japan: Development and operation of solar carport

会津大学：バッテリーの充放電を制御するAIチップの開発
UoA: Development of AI chip that controls battery charge / discharge

AIチップによるバッテリ充放電管理
Battery charge / discharge management with AI chip

ブロックチェーンによる電力の履歴管理のイメージ
Image of power history management by blockchain

プレスリリース（2021年5月25日）
Press release (May 25, 2021)

デジタル田園都市構想のエネルギー分野
Energy field of Smart city model

電気供給消費の追跡 Traceability of electricity：can find 
where the electricity you use comes from, such as hydro 
power, wind power, thermal power generation etc.
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地元貢献型AI研究 AI for local issue
IoTリサーチクラスター
(斎藤教授）

ネットワークもない、電源もない畑での熊検知AI処理 AI processing 

for Bear detection in farm/forest where no sufficient network/power supply

③熊退散
Bear run away

②ライトと警報
Give lights and alarms

①熊を検知
Detect a bear

エッジAI Edge AI
・省計算量 Low computing (power saving)
・NW負荷無し No network load

・ 総務省 SCOPE(2018)採択「機械学習による
野生動物検出システム」
・ 会津地区実証（県会津振興局、喜多方市）

FPGA

Solar panel

4G
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◼セイコーエプソン様と会津短大生
出所：セイコーエプソンHP https://openinnovation.epson.com/topics/20211129/

©Seiko Epson Corporation 2022. All rights reserved.

2020年７月AiCT「DXイノベーションラボ会津」を
開設。オフィスの空間デザイン 会津大学短期大学
部柴﨑教授 産業情報学科デザイン情報コースの
学生６名 Junior college students designed an AiCT 

SEIKO EPSON office

◼ 日本ヒューレッド・パッカード様
インターンシップ・プログラム 2022年5月～
AiCT HPEオフィスのネットワーク環境の設営・運用
Two student set up HPE office network

会津大生AiCT実践プログラム（ASAP) 事例

AiCTオフィスツアー2022年7月7日 会津大生14名
参加 AiCT office tour for students

AiCTワークショップ 7月23日
15名参加 AiCT workshop

The smart city project is a good place/opportunity  to 
develop human resources incl. students.

https://openinnovation.epson.com/topics/20211129/
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会津大学は、研究、人材育成を通じ、スマートシティ事業に参画
し、東北、福島県の復興・創生を推進します。
Through research and education, the University of Aizu will participate smart 
city project and promote the reconstruction and revitalization of Tohoku and 
Fukushima prefectures.

Thank you and enjoy Aizu

Akabeko( red cow), the symbol 

of Aizu


