
Ⅱ． 21世紀型社会と次世代モビリティ



Ⅱ. 21世紀型社会と次世代モビリティ
～ITSによる課題解決と住みやすい社会づくり

1．低炭素型社会の実現

2．高齢化・過疎化社会の到来

3．環境配慮型・省エネルギー社会の構築

4. 世界一安全な道路交通社会の実現

5. モーダルミックス型社会の実現

6．国際競争、協調型社会への貢献

7．ロボット共存型社会の到来

8．市民参加型社会の定着

9. 高度情報化社会の実現

10. 地域密着型ITSシステムの開発

モビリティとは、「一人一人の移動」を意味すると共に、「地域全体の交通流動」あるい
は「移動の手段」を意味するものである。すなわち、モビリティとはあらゆる種類の「移
動」を意味するものである。



1．低炭素型社会の実現

2020年25%削減目標



19

部門別CO2 排出量の内訳

乗用車
約6割

自動車約
9割

運輸部門
19.9%

日本温室効果ガス排出量2020年25%削減目標に向けた国立環境研究所モデ

ル分析。2007年の国内CO2排出量のうち、運輸部門は、全体の20%。

そのうち90%は自動車交通部門の排出量。



次世代自動車の開発・普及

【資料：ホンダホームページ】

電気自動車 三菱自動車 i MiEV

燃料電池車 ホンダ「FCXクラリティ」

ハイブリッド トヨタプリウス

プラグインハイブリッド トヨタプリウス



ガソリンエンジンの改善

ガソリンエンジンのブレークスルー
に取り組むため、マツダでは、理想
の燃焼に近づくための自由な発想と
実現のための革新技術を徹底的に
探求してきました。こうした研究をも
とに現在開発を進めているのが、次
世代直噴ガソリンエンジン「マツダ
SKY- G」*です。「マツダ SKY-G* 
2.0L」エンジンの燃費は現行の2.0L
ガソリンエンジンに比べて約15%改
善します。さらに、約15%のトルク
アップも確認しています。

次世代直噴ガソリンエンジン
「マツダSKY－G」

【資料】マツダホームページ
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【資料】オリエント総合研究所より作成
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次世代自動車保有台数・シェア
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【資料】オリエント総合研究所より作成



次世代自動車の課題
電気自動車が普及しなかった原因

ガソリン車はこれらをすべてクリヤー

①走行距離が短い →走行距離400~600キロ

②充電時間が長い →給油時間 数分程度

③どこでも充電できない →スタンド数 約42，000ヶ所

東芝：新型二次電池「SCiBTM」のセル 九州電力：小型・軽量急速充電器
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家庭用コンセントから
充電

ＡＣ100Ｖ：12～14時間
ＡＣ200Ｖ：6時間～7時間

ガソリン車の代替となるためのインフラ整備

ＡＣ100Ｖ
ＤＣ500Ｖ ～ＡＣ15Ａ

外部電源から充電
ＤＣ500Ｖ：20～30分

外出先で充電可能な外部電源
設備(充電スタンド)が必要

【資料】九州電力
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走行途中(電池残量が２目盛り以
下)：実走行可能距離10km~20km

走行可能エリアと充電
スタンドを表示

走行可能距離
10km～20km

電池残量に応じて、充電可能な充電スタンドの位置を表示

【資料】九州電力



プラグインハイブリット用充電ステーション
(愛知県豊田市：名鉄豊田市駅)

【筆者撮影】

充電時間
AC100V 15A 3時間弱
AC200V 20A 1時間30分



キャパシタ+ワイヤレス給電 ：東京大学堀研究室

【資料】堀研究室



【資料】堀研究室



次世代自動車の使い分け

都市間移動

都市内移動

ご近所移動

プラグインハイブリッド（トヨタ）

電気自動車三菱自動車 i MiEV 郵便用電気自動車

一人乗り小型電気自動車：北陸電力キャパシタ：堀研究室

【資料】筆者作成

燃料電池バス（日野）



2．高齢化・過疎化社会の到来
～地方の過疎化と都会の限界集落

2025年の高齢化比率(65歳以上)28.7%



主要国における人口高齢化率の長期推移・将来推計

日本



集落の高齢者割合の急速な進展
～集落人口に対する高齢者(65歳以上)の割合～

「国土形成計画策定のための集落の状況に関する現況把握調査」より作成

国土交通省と総務省がまとめた「国土形成計画策定のための集落の状況に関する現況把握調査」(2007年8月)によると、65歳以上の高齢
者の割合が50％を超える集落の数は7878にのぼり、このうち全住民が65歳以上という集落の数は431。10年以内に消滅が予想される集
落は423、いずれは消滅すると思われる集落は2220と集計された

23.5

15.0

% 21.5

http://www.mlit.go.jp/kisha/kisha07/02/020817_.html�
http://www.mlit.go.jp/kisha/kisha07/02/020817_.html�


課題1.高齢者の安全運転支援

高齢者(65歳以上)
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高齢者向け車両のITS装着規制
(軽自動車・高齢者免許条件)

スズキワゴンR ダイハツムーヴ

●一時停止見落とし防止システム

●ブレーキアシストシステム

●配光可変型ヘッドランプ

●カーナビゲーション(渋滞回避・走りやすさマップ)

① 高齢者向けITS車両の開発

●バックガイドモニター
●ドライブレコーダー

一時停止見落し防止支援

配光可変型ヘッドランプ

【資料：トヨタ自動車】

http://response.jp/issue/2007/1126/article102354_1.images/162975.html�


中央集中管理方式運転支援

金町自動車教習所

電動カートナビ

GPS

PDA

ICタグ トヨタマップマスター

【筆者撮影】

【筆者撮影】 【筆者撮影】

② 高齢者向けモビリティの開発

ソーラーセニアカー

北陸電力

パーソナル・モビリティー・ロボット



東京大学大和裕幸研究室

課題2. 高齢者のモビリティ確保

オンデマンドバス



【資料】



【資料】 【34】



【資料： 】

2009年11月14日（金），東京大学生産技術研究所千葉実験所が一般

公開され，省エネ型都市交通システム エコライドの実験コース開通式
が行われた。エコライドは，ジェットコースターの原理を応用した省エネ
型都市交通システムで究極のエコ交通システムとして期待される。

①エコライド～究極のエコ交通システム

3．環境配慮型・省エネルギー社会

http://blog.livedoor.com/�
http://www.livedoor.com/�
http://image.blog.livedoor.jp/kuninaka_mai_k/imgs/0/7/076fcd81.JPG�
http://image.blog.livedoor.jp/kuninaka_mai_k/imgs/8/4/84ef8341.JPG�


【筆者撮影】

省エネ型都市交通システム「エコライド」
第2次試験車両走行御披露目式 2010.4.22 千葉実験所



トヨタ、パーソナル移動支援ロボット『Winglet』を開発

トヨタ自動車(株)(以下、トヨタ)は、現在開発を進めている、人の活動

をサポートする「トヨタ・パートナーロボット」の一つとして、立ち乗り型
のパーソナル移動支援ロボット「Winglet（ウィングレット）」を開発した
ことを発表。

②二輪電動車



日本初の動画記録型ドライブレコーダーを利用したインターネットASPサービス

③エコドライブシステム 記録型ドライブレコーダー

動画カメラ・GPS・加速度

センサー・メモリカードを
有する動画記録型ドライ
ブレコーダーを営業車や
トラックなど法人所有車
両に取り付け、日々の運
転状況データや急発進・
急停車時の動画をメモリ
カードに記録させ、事業
所のPCよりインターネット

経由でデータセンター
サーバへアップロードし

一元集約。、

「安全運転管理」

「エネルギー管理」

「運行管理」 【資料：ジクー・データ・システムズ】
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④TDM 交通需要マネジメント

経路の変更
道路交通情報を提供して、混雑する道路や交差点を避けて
空いている経路への変更を促し、交通量の分散を図る施策

●道路交通・駐車情報の提供
●交通情報の提供

図形方式所要時間表示板

ITS（交通情報システム）の一環と

して、ビーコンから車両へ道路交通
情報を提供 VICS表示 【39】
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スマートウェイのシステムは高速道路（自動車専用道）に設置されるが、これによって表示（提
供）される情報は、例えば「カーブの先で渋滞が発生している」とか、「ランプウェイからの合流
車両がある」とか、おおまかな注意喚起が中心。

（1）ITS-Safety2010～路車間・車々間通信

4. 世界一安全な道路交通社会
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車車間通信による緊急車両接近情報
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DSSSにより「一時停止義務がある」ことを注意喚起



スマートウェイ2010DEMO

☆



岐阜大学病院(岐阜・岐阜大学)
【筆者撮影】

（2）車載ITを活用した緊急医療体制の構築
岐阜大学医学部小倉真治教授



IT車載器搭載の救急車

【筆者撮影】

車載機器

【筆者撮影】
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病院情報収集システム

病院情報収集システム

蓄積情報

（出動履歴）

地図情報 救急車指示
情報

救急車両センターシステム

医療機関情報

車両情報
救急隊員情報
患者情報
現場情報

統合エージェントシステム

患者情報病院情報

抽出処理部

抽出ルール

救急活動の履歴情報

I/F

総合的
判断情報

支援システム

統合情報流
通システム

現場情報収集システム

車両内外画像情報
収集システム

救急隊員システム 患者情報収集システム

トリアージシステム

医療カードシステム

GPS

車載通信エージェント

車両ITシステム（センター側）

車両通信システム

センター通信エージェント

メディアフリー通信システム

Gｾﾝﾀｰｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ
ｼｽﾃﾑ

ﾌﾟﾛｰﾌﾞ情報ｼｽﾃﾑ 状況図表示機能 ﾃﾞｰﾀ蓄積ｼｽﾃﾑ

医療スタッフ情報収集システム 医療設備情報収集システム

LPS統合システム

LPS無線LANシステム

LPS無線ICｶｰﾄﾞｼｽﾃﾑ

位置情報把握
対隊員間ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ

車両ﾋｭｰﾏﾝｲﾝﾀﾌｪｰｽ

位置情報把握 医療機関状況

病院間通信ｼｽﾃﾑ

病院・患者情報マッチング

稼動状況把握

車両統合制御

現場情報収集・把握

所在・対応可否把握

車両ITｼｽﾃﾑｲﾝﾀﾌｪｰｽ

最適通信選択

Gセンター

病院 救急車

ネットワーク

車両ITシステム(車両側)

WiMAX携帯電話網 衛星通信網 WiFi DSRC

医療スタッフ
情報サーバ

医療設備
情報サーバ

Ａ地点 Ｂ地点

Ｄ地点
Ｅ地点

Ｃ地点

ルール学習

選択情報示唆情報

緊急車両情報

病院情報収集システム

蓄積情報

（出動履歴）

地図情報 救急車指示
情報

救急車両センターシステム

医療機関情報

車両情報
救急隊員情報
患者情報
現場情報

統合エージェントシステム

患者情報病院情報

抽出処理部

抽出ルール

救急活動の履歴情報

I/F

総合的
判断情報

支援システム

統合情報流
通システム

現場情報収集システム

車両内外画像情報
収集システム

救急隊員システム 患者情報収集システム

トリアージシステム

医療カードシステム

GPS

車載通信エージェント

車両ITシステム（センター側）

車両通信システム

センター通信エージェント

メディアフリー通信システム

Gｾﾝﾀｰｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ
ｼｽﾃﾑ

ﾌﾟﾛｰﾌﾞ情報ｼｽﾃﾑ 状況図表示機能 ﾃﾞｰﾀ蓄積ｼｽﾃﾑ

医療スタッフ情報収集システム 医療設備情報収集システム

LPS統合システム

LPS無線LANシステム

LPS無線ICｶｰﾄﾞｼｽﾃﾑ

位置情報把握
対隊員間ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ

車両ﾋｭｰﾏﾝｲﾝﾀﾌｪｰｽ

位置情報把握 医療機関状況

病院間通信ｼｽﾃﾑ

病院・患者情報マッチング

稼動状況把握

車両統合制御

現場情報収集・把握

所在・対応可否把握

車両ITｼｽﾃﾑｲﾝﾀﾌｪｰｽ

最適通信選択

Gセンター

病院 救急車

ネットワーク

車両ITシステム(車両側)

WiMAX携帯電話網 衛星通信網 WiFi DSRC

医療スタッフ
情報サーバ

医療設備
情報サーバ

Ａ地点 Ｂ地点

Ｄ地点
Ｅ地点

Ｃ地点

ルール学習

選択情報示唆情報

緊急車両情報

システムの狙い

実現する機能

病院毎の医療スタッフ、
医療設備の「状況」をＧセ
ンターとリアルタイムに
共有する

技術要素
・位置検知

・状況判定

・ベッドセンサー 等

開 発 目 標

平時よりどの病院のどのような医療スタッフ・医療設備が
どういう状況にあるかを「見える化」し高度緊急時に備える

【資料】インターネットＩｔｓ推進協議会
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３

病院

①②センターより送られる推薦搬送先病院の情報を救急隊員に提示
・病院システムから推薦搬送先病院リスト等を入手し、表示

③病院までの経路支援
・救急車位置情報をセンターに送信、病院システムの搬送先病院選定に活用
・通行止め、渋滞等の交通情報を加味した経路を表示

④⑤病院到着時間を病院に送信
GPS

Gセンター
病院システム

・救急車位置表示
・経路計算

・到着予想時間計算

・救急車位置表示
・到着予想時間表示

推薦搬送先病院リスト

位置情報

経路
到着予想時間

経路
到着予想時間

タッチパネルで入力

1)○○病院
・・・・・

2)△△病院
・・・・・

1)○○病院
・・・・・

2)△△病院
・・・・・

車両G-10

【資料】インターネットＩｔｓ推進協議会

救急車とセンターとを中継基地として、双方の情報による判断支援

① ②

① ③④

⑤



ドクターヘリ出動５千回超 １６道府県、１８病院に配備

（3）ドクターへリ・・・救急医療の高度化

【資料：朝日航洋HP】

90%

25%
【44】
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