
Ⅳ.地域ITS実現に向けた課題と対応

（1）地域のITS人材の育成

（2）地域でのITS企業間連携

（3）次世代ITSは地域主権のITS

（4）地域のベンチャー、NPOの育成



平均年齢 55歳！

（1）地域ITS人材の育成

①若手人材の不足

②地域人材の不足

③女性人材の不足



多分野・異分野の人材の育成
これからのITS ハード＋ソフト＝サービス
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⑴次世代自動車に特化した人材育成

技術動向の中で、不足している人材
現在の集積地では集まらない人材
地域にマッチした自動車の開発ができる人材

組み込みソフト エレクトロニクス デザイン

北九州学術研究都市連携大学院カーエレクトロニクスコース 静岡文化芸術大学
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九州大学が研究開発の
リーダーとなる人材を養成
大学院生を対象に企業へのOJTも実施

国内外の企業と本学及び九州・山
口地区国立大学法人が協働して、
国内外企業研修（異業種）、産学共
同研究参画（異分野）、国際交流研
修（異文化）等のオンザジョブトレー
ニングを行います。これを通じて、高
い志を持ち、高度な研究開発能力、
国際性及びリーダーシップを身につ
け、且つ、産業界で活躍できる卓越
した 研究開発リーダー候補者を養
成することを目的としています。

プロダクトリーダーの養成⑵企業、研究室融合に向けた高度人材
(プロダクトリーダー)の育成



⑶社会人教育の充実

企業では、教育が難しい分野
の技術教育



⑷ものづくり力教育の役割分担

⑶自動車メーカーから現地仕入先への期待

・「レクサス車、ハイブリット車に求められる高い品質レベ
ル」を維持できる生産技術・工程管理能力
・需要変動に追随できる生産の柔軟性
・コスト競争力

◆工業大学 ◆高等専門学校 ◆工業高校
新工法、コストダウン ものづくり、特に2次、3次
の研究開発 企業の指導

「生産工程全体を理解し、経
営や管理のできる総合的な
力のある実践的技術者（エ
ンジニア）を育てる」



総合融合工学
民間企業

異業種連携研究室連携

東京大学

アドバイザー

東芝(電機・通信) パナソニック(電機・通
信) アイシン・AW(カーナビゲーション)
三菱重工(電気・機械) 三菱プレシジョン
(シミュレーター) 社会システム研究所(コン
サル) 長大(コンサル) アジア航測(測量)

警察庁・経済産業省・国土交通省
首都高速道路・NEXCO、日本大学・

首都大学東京・埼玉大学、トヨタ自動
車・日産自動車

関係省庁・大学・企業

サステイナブルITSに関する研究

【ＣＣＲ】画像処理(池内克史教授)・交通工学
(桑原雅夫教授)・自動車工学(須田義大教授)
システム（鈴木准教授）
【客員教授】〔民間企業）田中敏久（ＴＭＩ）
〔国際〕Edward Chung・Staffan Nordmark
【研究室】池内研究室・桑原研究室・須田研究室

+

1452011年3月4日(金)

事例：ITSセンターの開発体制～総合融合工学分野の開発

（2）地域での企業間連携



計測車概要

全方位カメラ GPSシステム

３軸ジャイロ処理PC群モニタ

取得データのモニタリング ハイブリッド航法による高精度軌跡

＋ GPSシステム

都市モデルの構築
画像を用いた位置推定

＋レーザ計

※開発構想のため、変更の可能性あり

Confidential
「次世代計測車両」

参加研究室・企業
池内・須田・桑原（東大）

赤羽（千葉工大）、大口（首
都大） デンソー、アジア航
測、朝日航洋、トヨタマップ
マスター



企業①：パワートレーンを中心とした環境対応
技術力の強化

パナソニックは三洋電機の子会社化によ
り、世界的な成長が見込まれる太陽電池
と充電池の２事業を取り込み、「２０１８年
に世界首位の電機メーカーになる」という
目標に向けた戦略を加速させる。ただ、株
式公開買い付け（ＴＯＢ）の開始が当初見
込みより約８か月遅れた間に、韓国や中
国の競合メーカーが急成長しており、パナ
ソニックは三洋との統合効果を早期に出
す必要がある。（大阪経済部 中川賢）

パナソニック、三洋ＴＯＢ 世界戦略「電池」で強化
太陽光、自動車「環境革命」に対応

YOMIURI ONLINE



企業②：ソフト・エレクトロニクス等の技術開発力

現代の車の制御に欠かせないエレクトロニ
クスをつかさどる半導体。そのハードはもち
ろん、ソフトも含めた製品を提供できるのが
豊通エレクトロニクスの強みだ

同社は、カーエレクトロニクス業界に新たな可能
性を見出し、これからのクルマ創りをリードしてい
くため、商社として半導体を販売するだけではな
く、業界団体の設立や運営、自社内での組み込
みソフトウエアの開発、大学や企業などの研究
機関と連携した研究開発、テレマティクス事業へ
の参入など、幅広く多岐にわたって新しいカーラ
イフの可能性を追求・提案している。車の未来を
切り開く将来性豊かな会社なのだ。

豊田通商エレクトロニクス～カーエ
レクトロニクスをリードするハイブ
リッドカンパニーを目指して～
2003年4月、カーエレクトロニクス
に特化した総合商社として、
豊田通商株式会社から独立。



企業③：製造・生産技術力の強化~ものづくりの変化

擦り合わせ技術から組み合わせ技術へ

構造のシンプル化と軽量化を実現
ラジエーターコアサポートを中心にフロント
エンド周りの部品を合理的に集約、取り付
けることにより部品点数の削減、軽量化、
コストの低減化を図ると共に組み立て性と
易解体性の両立を図る。

【カルソニックカンセイのホームページ】

クルマの乗りごこちと高品質な製品重視
モジュール同士を連携させたときにより良い結
果を得られるよう，モジュール自体にも手を入
れたり，調整したりするのが普通だ。この作業
を擦り合わせといい，このようなスタイルで進
める設計開発

【資料：Shade online フォーラム】



①今後の産学連携への取り組み
（産学連携の経験がない企業496 社対象：単一回答）

産学連携未経験の企業であっても、
約6割が意欲を示しており、産学連携の

潜在的ニーズは極めて高い。

きっかけづくりが重要。

取り組んでみたい
58.0% （285社）

取り組むつもりはない
42.0% （206社）

②連携相手との間で感じた意識や姿勢の違い
（産学連携の経験がある企業110 社対象：複数回答）

連携相手である大学等に対しては、研究開発スピー
ドやコスト、開発テーマや研究領域などに関して、

意識や姿勢の違いを感じてる企業が少なくない。

48.1（51社）
38.7（41社）

32.1（34社）
22.6（24社）

17.0（18社）
14.2（15社）
14.2（15社）
13.2（14社）

8.2（9社）
2.8（3社）

%
【資料】中堅・中小製造業における産学連携の
取組状況に関するアンケート（東京商工会議所）

大学①：産学連携の強化



高知工科大学地域ITS社会研究センター

（3）次世代ITSは地域主権のITS



都市型ITSシステム
(松型システム)

地域型ITSシステム
(梅型システム)

安価版中山間道路走行支援システム

(高知県)

左上：中心市街地玄関口バス
中央：豊田市ＩＴＳ情報センター(みちなびトヨタ)

(豊田市)

中間型ITSシステム
(竹型システム)

3種類(松・竹・梅)のITSシステムの開発

①地域の状況・実力に合ったITSシステムの開発



中核市県庁所在地一覧(20市)
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● 人口30万人～50万人

縮図～中心市街地の疲弊、特定時間渋滞
高齢化の進展、財政危機、公共交通不振

オンデマンドバス パーク&ライド

次世代自動車 TDM

中核市では共通の課題が多い

県庁所在地に中核市が多い



公
柏商工会議所

学
東京大学
千葉大学

民
UDCK

産
三井不動産
富士通
沖電気

官
柏市

千葉県
関係省庁

②次世代ITS研究開発・実用化のための体制
柏ITS推進協議会

柏ITS推進協議会
会長 池内 克史 東京大学教授



地域を中心とした推進組織の設置

×関西ＩＴＳ推進協議会

●愛知県ＩＴＳ推進協議会

●新潟県ＩＴＳ推進協議会

●九州ＩＴＳ研究会

●札幌ＩＴＳ推進フォーラム

●設立済

◎設立検討中

◎沖縄ＩＴＳ推進協議会

◎東北ＩＴＳ推進協議会

◎中国ＩＴＳ推進協議会

◎岡山県ＩＴＳ推進協議会

●こうち2001プラン推進協議会ＩＴＳ部会

●NPO法人青森ITSクラブ

『産』『学』『官』『民』連携の場の設置と
『学』のリード
－中央省庁、企業は転勤で常にゼロリセット
－ 定着化に向けた市民の参加

●柏ＩＴＳ推進協議会

◎長崎ＩＴＳ推進協議会



ITSセンターの地域連携研究者ネットワーク

●

● ● ● ●

● ● ●
●

●

●

●

●
●

●
●

●

●

●

●

●

●

－地域展開の仕組みの構築

●

●

●

●
－効率的なITSの導入 －60 %共通化、20%地域固有、

20%国内外標準化

③地域ITSの共有化～創る ITSから選ぶITSへ



世界初のロボット特区誕生！

以前、街頭でロボットにソフトクリームを販売させる実験を行なっていて、
ロボットが警察に“逮捕”されてしまったことが
あり、警察から事情を聞かれた高本さんは、道路
交通法などにあてはめた場合、ロボットは人でも
車でもないことに気づかされた。事故やトラブル
防止も含めて、ロボットのためのルールを整備 する必
要があるのではないか？ 高本さんが福岡県な
どに相談した結果、北九州市と福岡市の全域を
対象にしたロボット特区が誕生した。

特区の指定で、実験のための道路使用許可の
手続きが簡単になり、商店街を「走行を開始しま
す、左に曲がります」などとしゃべりながら走行す
るロボットに、最初は戸惑い気味だったという買 い
物客も、今では驚かなくなった。

④研究開発、新産業創造に向けた特区の設置



（4）地域のベンチャー、NPOの育成

ITS PLAZA 
ベンチャー企業の研究開発成果を会員
企業450社の経営力、資本力、営業力で
事業化する ITSビジネスの発掘活動

評価施設の貸与

海外からの部品の輸入、試作品の評
価を格安でできる施設、設備の貸与。
ドライビンク・シュミレータ、電波暗室
等

～地域ITS成功のカギ～



NPOの活躍 プラットフォームの規格化
HSVPは走行するために必要な部分＝プラットフォームを開

発・規格化する。会員企業はプラットフォームを購入して、完成
車を独自開発・販売する。

プラットフォーム ボデーデザイン

㈱Takayanagi 静岡文化芸術大学
【筆者撮影】

EVによる地域産業創造



【筆者撮影】

タケオカ自動車工芸(富山市) 韓国企業に指導

海外向け、海外生産



ベンチャー企業の電気自動車の開発

岐阜県各務原市で成功したベンチャー企業として、ゼロスポーツの名前を挙げる経営者は多い。それほど、同社が注目されていると
いうことだ。同社の躍進の背景にあるのは、常に顧客と向き合い、求められているものを把握し、これに真剣に応えてきたことだろう。中
島徳至社長は、「当社を利用して良かったと、顧客に感動を与えられる製品を提供しなければならない」と言う。企業は単独では成長で
きない。顧客があってこそ伸びるものだということが、同社を知ると良く分かる。

独創的なEV郵便事業株式会社向けに、電気自動車)を納車

2010．02．04 ゼロスポーツ社 中島徳至社長を訪問。スバル

のパーツメーカーからスタート。アフターマーケット事業により、
常にユーザーのニーズ、社会の動向をいち早く把握。製品開発
に反映。電気自動車の開発は1998年からずっと継続。

地域EV、独自EVの開発 ゼロスポーツ



【筆者撮影】

一人乗り小型電気自動車「ミリューアール」
(富山・北陸電力とタケオカ自動車工芸)

ソーラーセニアカー(富山・北陸電力)

超小型一人乗り電気自動車EV1ルーキー(北陸電力)米国電気自動車ベンチャー Tesla Motors の電気自動車

ベンチャー企業の電気自動車の開発

。
【資料】Japan . internet .com.

http://www.teslamotors.com/�
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①次世代自動車（EV）研究会

浜松Smallest Vehicle 
System Project

群馬県マイクロEV研究会 次世代エリア・マネジメント
研究会



【直進走行ならびに蛇行走行における運動性能の試験に使用】

制動試験、操縦安定性、加速性能試験、照明装置試験などさまざまな試
験に使用できる多目的の試験路。

.
【主な試験項目】
●制動性能試験
●操縦安定性試験
●加速性能試験
●照明装置試験

仕様：アスファルト舗装
・全長：1,500 m

加速路（幅 10 m×長さ 500 m）
試験路（幅 50 m×長さ 1,000 m）

・勾配：0.5 ％片勾配
・設計輪荷重：6 ton
・安全帯幅員：10 m

164

②実証実験場の設置



③産官学一体となった企業の活動支援
公設機関の充実(自治体との連携)
試作機械、材料系、分析、評価機器

企業(NEC)、岩手県南

技術研究センター、一
関高等専門学校が企
業の技術相談、共同
研究、試験分析機器
貸与、分析依頼、研究
室貸与など、新製品・
新技術支援、進出検
討企業へのアドバイス
の実施。

岩手県南技術研究センター(一関市)



④商談会等売り込み機会の創出
自動車メーカー、1次・2次サプライヤー、
海外市場

自動車部品分解展示場

【分解展示内容】
◎展示車両 新型プリウス（ＤＡＡ-

ＺＶＷ30）
◎展示点数 約1300点
◎展示内容 ・ハイブリットシステ

ムの特徴 ・軽量化・性能向上の取組み
（プリウスとベルタ部品の比較展示など）
【資料：岩手県工業技術集積支援センター】

コンセプト 提案内容
1 新技術・新工法 将来の次世代自動車技術に有効な提案

「軽量化」「安全」「環境貢献」などの次世代技
術

2 ＱＣＤの高い技術・工法 中京地区サプライヤーの要請に応えられる卓越し
たＱＣＤ力の提案
「鋳造」「鍛造」「･･･」など（品質向上、コス
ト低減、リードタイム短縮などの取組み）



ご清聴ありがとうございました。

田中 敏久
東京大学生産技術研究所 客員教授
先進モビリティ研究センター(ITSセンター)
〒153-8505 東京都目黒区駒場4-6-1 CCR棟B-206
TEL.03-5452-6565
E-mail : tanakat@its.iis.u-tokyo.ac.jp
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