
ロボットの定義「センサー、知能・制御系、駆動系の3つの

要素技術を有する、知能化した機械システム」として、広く
定義。自動車や情報家電でも、上記3要素を持つものは、
ロボットの範疇に入りうることとなる。

ロボットの定義

＝

7.ロボット共存型社会

【50】
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自動車のロボット化？ロボットの自動車化？
自動運転システム安全性向上とCO2大幅削減の両立を目指した次世代

自動車交通システムを実現するための自動運転技術を開発。他の車や歩行者が混
在する一般道路で、障害物を避けながら自律的に走行すると共に、エコドライブの
自動化や最適経路誘導による省エネ走行を可能とする。

隊列走行システム高効率な幹線物流システムを実現する自動隊列走行

技術を開発。車間距離を詰めることによる空気抵抗の低減やエコドライブの自動化
等により、省エネ走行を可能とする。先頭車両のみドライバを乗車させ、電子的に接
続した3台連結の隊列走行を実現。



理想のロボット 「鉄腕アトム」 理想のクルマ「觔斗雲（きんとうん）」

第一条 ロボットは人間に危害を加えてはならない。また何も手
を下さずに人間が危害を受けるのを黙視していてはならない。
第二条 ロボットは人間の命令に従わなくてはならない。ただし
第一条に反する命令はこの限りではない。 第三条 ロボットは

自らの存在を護らなくてはならない。ただしそれは第一条，第二
条に違反しない場合に限る。

アイザック・アシモフ著「わたしはロボット」創元ＳＦ文庫より
原題 I,Robot １９４０年

觔斗雲（きんとうん）は中国古典文学西遊記に登場する、雲に
乗って空を飛ぶ架空の仙術、およびそれによって呼ばれる架空
の雲。主人公、猿の仙人である孫悟空が使用する。10万8000里
はおよそ6万500km、宙返り1回を1秒とすると、觔斗雲の速度は
およそマッハ17万6000、光速のほぼ20%（秒速6万km）
必要な時に呼べば現れ、不要になれば消える

出典: フリー百科事典『ウィキペディア（Wikipedia）』

必要な時に呼べば現れ、不要になれば消える觔斗雲」「ロボット工学の三原則」

『ドラゴンボール』 (DRAGON BALL) 

http://www.tsogen.co.jp/�
http://wkp.fresheye.com/wikipedia/%E8%A5%BF%E9%81%8A%E8%A8%98�
http://wkp.fresheye.com/wikipedia/%E9%9B%B2�
http://wkp.fresheye.com/wikipedia/%E4%BB%99%E4%BA%BA�
http://wkp.fresheye.com/wikipedia/%E5%AD%AB%E6%82%9F%E7%A9%BA�
http://wkp.fresheye.com/wikipedia/%E3%83%9E%E3%83%83%E3%83%8F�
http://wkp.fresheye.com/wikipedia/%E5%85%89%E9%80%9F�
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トヨタニュー・コンセプト・ビークル

「走行・歩行制御技術」

トヨタが培ってきた自動車の運動制御技術を発展させ、胴体を安定
化する新たな制御技術を開発。 特に、胴体の傾きを検知する姿勢

センサーは、トヨタグループの自動車用センサー技術を応用した、
小型軽量・低コストの高精度姿勢センサーを採用。

タイプ ： 搭乗歩行型
主な適応分野 ：福祉

：モビリティ

特 徴 ： 人を乗せてどこにでも
移動できる形態とし、人が操る楽
しさを追求できる。

高 さ ： 1800mm
重 量 ： 75kg
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ポーターロボット～北九州空港

【筆者撮影】

【55】



（1）モビリティマネジメント

UDCK
URBAN DESIGN CENTER KASHIWA-NO-HA

設立 2006年11月20日
場所 国際キャンパスタウン

つくばエクのポイントスプレス柏の
葉キャンパ

ス駅前

主構成団体 東京大学＋千葉大学＋柏市
＋三井不動産

運営委員会構成団体 東京大学＋千葉大
学＋柏市＋柏商工会議所＋柏田中地域ふ
るさと協議会＋三井不動産＋首都構想鉄道

渋滞や環境，あるいは個人の健康等の問題に配慮して，過度
に自動車に頼るライフスタイルから，適切に公共交通や自転車
などを『かしこく』使うライフスタイルへの転換を促す，一般の方
を対象としたコミュニケーションを中心とした交通施策。
(日本モビリティ・マネジメント会議)。

8.市民参加型社会
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エコドライブ実践による燃料の削減効果

（2）エコドライブ
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⑶ 交通エコポイント

交通エコポン公共交通エコポイント（愛称「交通エコポン」）は、公共交通利用促進のための
エコポイント制度です。そのねらいは、鉄道利用が便利な都心部に出かけるときや、鉄道

駅近くで買物をするときなどはなるべく車の利用をやめて、環境負荷の小さい公共交通機
関を利用していただくことです。
2004年、2005年の2回の社会実験を経て、2006年10月より、EXPOエコマネーの交通メ

ニューとして本格実施されました。愛・地球博入場券を駅や店舗に置かれたカードリーダー
に触れさせると、「ピッ」という音とともに貯まるエコポンは、定められた換算率でEXPOエコ

マネーに返還されます。カードリーダーを置いていただける交通事業者や店舗を募集してい
ます。企業と市民が協働して環境にやさしい交通社会を創り出しませんか。

【資料：NPO法人エコデザイン市民社会フォーラム 】
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・朝晩は通勤のために使用、夜間は会員の自宅に保管
・他の駅から電車で来て、この地域で客先回りをするビジネスマンが使用
・朝晩の通勤のためのセカンドカー需要（家人の送迎手間が省ける。深夜帰宅時
にタクシーの列に並ぶ必要なし）

・職住接近地域での利用も可。

【資料：交通エコロジー・モビリティ財団HP】

他の駅から電車で
来て、この地域で客
先回りするビジネス
マンが使用

駅

カーシェアリング：ステーションカー

・昼間は駅周辺の商店、会社で使用

⑷自動車の利用方法の変化
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【資料：交通エコロジー・モビリティ財団HP】

・マンション・団地の住民間で共同使用
・敷地内の駐車場不足解消に
・管理組合、自治会などとの協調要

77

■三菱自動車『i MiEV』

カーシェアリング：マンションカー
Residenter’s Share

【57】



9.高度情報化社会
～DSRCサービスの新展開と新たな観光



○２０１１年１月から３月までに、全国の高速道路上を中心にしたITS
スポット約１，６００箇所の整備が段階的に完成し、サービスを開始。

○道路に設置された｢ ITSスポット｣と自動車に搭載された｢対応カーナビ｣

との高速・大容量通信を実現。

○ＩＴＳスポット対応カーナビ
が２００９年秋から発売
開始

○高速道路上を中心にITSスポット
を約１，６００箇所に設置

ITSスポット

ＩＴＳスポット
対応カーナビ

高速・大容量通信

⑴次世代ITSの展開 ～ ITSスポットサービス～

79【資料】国土交通省



100km

凡例

例えば、首都高速では、
2009年度に３２箇所
2011年1月から3月までに１７０箇所へ拡大

●：サービス中 ●：2011年1月から3月までにサービス開始

第
三
京
浜
道
路

東京湾アクアライン

東京湾

入谷

中央環状品川
線

戸越

池尻

高井戸

熊野町JCT

板橋JCT

美女木JCT

堀切JCT

谷河内

小菅JCT

江北JCT

箱崎JCT

辰巳JCT 葛西JCT台場

晴海線

有明JCT

大井JCT

東海JCT

白金本線

昭和島JCT

空港中央

殿町川崎縦貫線

横浜環状北線

中
央
環
状
新
宿
線

本木

両国JCT

１
号
線

江戸橋JCT

川崎浮島JCT

富士見

青葉台

西新宿

鈴ヶ森

　

戸田西IC

和光北IC

和光IC

港北IC

玉川IC

京浜川崎
IC

泉JCT

大泉IC

東京IC

用賀IC

川崎

　

箱 JC

神田
JC

竹
JC

5
池袋

3
渋谷

2
目黒 1

羽田

江戸橋JCT

三宅坂JCT

谷町JCT

一ノ橋JCT

浜崎橋JCT

都心環状線

5号池袋線

3号渋谷線

2号目黒線

1号羽田線

1号線

都市間高速道路については、JCT（約90箇所）の手前も含め、おおむね10～15kmおきに設置。
都市内高速道路については、約4kmおきに設置。

○全国の高速道路上を中心として約1,600箇所にITSスポットを

整備。

ITSスポットの展開

80【資料】国土交通省
【資料】国土交通省



ダイナミックルートガイダンス：首都圏の情報提供範囲

○郊外から大都市圏へ入る地点のＩＴＳスポットで首都圏の高速道路全て
のデータが入手でき、対応カーナビで最適ルートを判断。

○多数のルートの中から都心の渋滞を避けるルートが選択でき、道路ネッ
トワーク全体の有効な活用が可能。

潮来IC

友部JCT藤岡JCT

大月JCT

御殿場IC

岩舟JCT

富浦IC

東名高速

中央道

関越道

東北道

常磐道

東関東道

館山道

北関東道

圏央道内側：約８３０km

ITSスポットの
情報提供範囲

常磐道方向から

目的地
港北

目的地
港北

常磐道方向から

茨城のFM-VICS
の

情報提供範囲

81【資料】国土交通省



道路交通情報提供

道路・交通の管理

※プローブ情報：個々の自動
車が実際に 走行した位置や
走行速度などの情報。

【これまでの観測】

[速度] 断面での走行速度調査

[交通量] 人手による交通量調査
～5年に1度、道路センサス年に観測～

（秋季の1日に実施）

[速度] 区間の実際の走行時間データを収集

[交通量] 365日24時間の観測
～トラフィックカウンターの活用による～

さらに
・ 道路サービスの水準を、精度よく、透明化。
・ 地域の交通の課題を的確に把握し、低コストで効率的な対策等にも活用。

【ITSの活用による常時・高精度の観測】

○車両からのプローブ情報を収集することにより、よりきめ
細やかな高精度な道路交通情報の把握・提供が可能。

プローブ情報の収集

82【資料】国土交通省



⑵ 未来型ドライブ観光・・・長崎・五島

①「長崎の教会群とキリスト教関連遺産」の世界遺産登録

◯五島列島は、キリスト教関連遺産の多くが点在しており、世界遺産登録は、
離島振興に直結するもの。

◯しかし、世界遺産登録のためには、景観や環境保全が重要視されることから、
世界に対し、五島列島が、環境先進地であることをアピールする必要がある。

②離島のガソリン高、燃料代削減効果

1台あたりの年間燃料代(単位 円)
電気自動車
電気自動車

ガソリン車

約3万円の節減 (約70%減)
夜間電力ならば約4.5万円の節減 (約90%
減)

50，700

17 ，4 00
円6 ，0 00

(夜間電力使用)

③離島の人口減少、低い有効求人倍率
離島の人口減少が著しい。（同40年間）・３１．２万人→１５．６万人に、約１５．

７万人減少・例えば、離島地区の新規高卒者（Ｈ１９年度）１，４６７人のうち、１，
３２５人（９０．３％）が島外へ。
課題解決には、観光等による交流人口の拡大が必要



五島列島
人 口 ： 67、046人
所帯数 ：31、375所帯
面 積 ： 634．78平方キロ
車保有台数 ： 39、334台



①

②

③

④



拡張現実感(AR: Augmented Reality)・複合現実感(MR: Mixed Reality)とは、コン
ピュータが作り出した文字、画像、映像などの情報(CG: Computer Graphics)を、現実
世界に重ね合わせる技術。AR・MR技術は仮想現実感(VR: Virtual Reality)をさらに
発展させたもので、現実世界にCGを合成することでユーザの作業支援や情報提供
を行うことを目的としている。 、医療・映画・建築・不動産・広告・ゲームなど、様々な
産業分野での応用が期待される。

⑶ 次世代観光ITS

AR・MR技術・・東京大学池内研究室

【資料】AsukaLab IncHP



国指定史跡川原寺跡
【資料】AsukaLab IncHP

【00】



中山間道路1.5車線道路

【筆者撮影】

（1）草の根ITS ：高知

10.地域主権ITSシステムの開発



中山間道路走行支援システム(高知県・香美市)

【筆者撮影】



中山間道路走行支援システム(高知県・県道441号線

【筆者撮影】



ノーガード電停：高知市

【筆者撮影】



NPOのITS・・・青森ITSクラブ

【資料：青森ITSクラブHP】



除雪・排雪状況のリアルタイム配信



カメラ映像 国道4号堤橋カネボウ付近

【03】【70】
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