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住みやすい社会を創るITS
次世代モビリティの実現と地域ITSの役割

Ⅰ．東京大学先進モビリティ研究センター (ITSセンター)の紹介

Ⅱ． 21世紀型社会と次世代モビリティ

Ⅲ. 事例報告
～柏の葉ITS実証実験モデル都市～
ITSによる課題解決と住みやすい社会づくり

【中国経済連合会】

～柏の葉ITS実証実験モデル都市～

Ⅳ. 地域ITS実現に向けた課題と対応



東京大学生産技術研究所総合研究棟

Ⅰ. ITSセンターの紹介

2003.4 当時の国際・産学共同研究センター(CCR) にて産学官連携プロジェクト

「サスティナブルITS」（後に「サスティナブルITSの展開」）が発足

2004.9 第1回「社会人のためのITS専門講座」を開催

2005.3 生産技術研究所に「先進モビリティ連携研究センター」（ITSセンター）を

設立（センター長：池内克史教授）

2006.11  「東京大学ITSセミナーシリーズ(1)」を高知市にて開催

2008.3   CCRが発展的解消、ITS関連の研究プロジェクトを生産技術研究所に

移管

2009.4 先進モビリティ連携研究センターが生産技術研究所の正式な附属研究

施設（全学公認）に昇格し、先進モビリティ研究センター（ITSセンター）
となる（センター長：桑原雅夫教授）

2010.4 センター長に須田義大教授就任

沿 革
~最先端の研究開発と成果の社会への還元



ITSセンターのメンバー

須田義大センター長

池内克史教授

桑原雅夫教授

堀洋一教授

大和裕幸教授

田中敏久客員教授

ITSセンターコアメンバー 24 名

連携メンバー（大学） 51 名

連携メンバー（官庁） 6 名

連携メンバー（企業） 11 名

交通工学・交通計画分野 15 名

電気・画像処理分野 7 名

車両・機械工学分野 7 名

都市工学分野 6 名

通信・情報分野 12 名

制御工学分野 5 名

ロボット工学分野 6 名

その他 10 名



ITSセンターの地域連携
研究者ネットワーク
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地域情報の収集
研究成果の還元
地域人材の育成



ITSセンターの活動 ①研究活動

ドライビングシミュレータ

駐
車
車

両
通
過
車
両

路上駐車による交通流への影響を円
滑性・安全性の観点から評価

交通シミュレーションによる大気環境評価



複合現実感技術を利用した
遺跡の仮想復元と観光案内

DS＋交通シミュレーション環境を

用いたドライバモデル解析と
運転行動評価

黄信号時のドライバー挙動を
分析するジレンマ信号制御の実験

センシング車両開発



Model-based

Image-based

実画像合成による仮想都市表現

LRT パーソナルモビリティビークル

巨視的・微視的交通シミュレーション

エコライド



社会人･学生に 対しての
ITS教育の充実ー｢社会人
のためのITS専門講座｣

ITSセンターの活動 ②教育・人材育成



地域ITSセミナーの開催

2008年度 北九州・福岡・札幌・北九州
2009年度 熊本・柏・仙台・金沢
2010年度 青森・沖縄・名古屋・長崎
2011年度 京都・静岡・仙台・奈良（予定）

ITSセンターの活動 ③地域・国際連携



「柏の葉シティプロジェクト」・・柏市

計画地の周辺一帯が、「柏の葉」と名付けら
れてから22年。以来、この自然豊かな地は、

市内最大の「県立柏の葉公園」をシンボルに、
「東京大学」「千葉大学」などの高度な教育研
究施設をはじめ、「県民プラザ」や「国立病
院」など、公共性の高い機関や特色ある施設
が数多く点在する、知的文化性にみちた緑
化文教ゾーンとして発展を続けてきました。
つくばエクスプレス「柏の葉キャンパス」駅が
開業したことにより、壮大なる「キャンパスシ
ティ」としてさらなる発展が期待されています。



「長崎EV&ITS」・・長崎市、五島列島
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駐車可

○×タウン

レシート表示により充電サービス

買い物金額3,000円以上
充電サービス

駐車場の中においては、カーナビと連携しスムーズな駐車及び料金精算

駐車予約駐車可

① 充電スタンドからの無線通信にて、駐車可能なEV専用駐車位置を表示

② EVユーザーが好みの駐車位置を
選択(カーナビ画面上で選択)

③ EVからの選択指示を受け、充
電スタンドが点灯(駐車予約)

「次世代駐車場ITS」・・福岡市



国内外大学・研究機関とのMOUの締結

◆海 外

清華大学（中国）・連邦工科大学ローザンヌ校
（スイス）・カリフォルニア大学バークレー校、
カーネギーメロン大学（アメリカ）・デルフト工科
大学（オランダ）・クイーンズランド工科大学、モ
ナシュ大学（オーストラリア）・ソウル市立大学校
（韓国）・国立交通･安全研究所（フランス）・
CENIT（Center for Innovation in Transport)（ス
ペイン）・NECTEC（National Electricｓ and 
Computer Technology Center)（タイ）

◆国 内
高知工科大学・愛知県立大学・宮城大学



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

+
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ITSセンターの活動 ④産官学連携事業



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」・・駒場

【22】
【 10 】



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
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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



(千台)

(年度)

【資料】オリエント総合研究所より作成

2.7%
■

4.0%
■

11.5%
■

14.2%
■

21.3%
■

10%

30%

50%

22.5%
■

32.0%
■

43.1%
■

54.3%
■

次世代自動車販売台数・シェア



次世代自動車保有台数・シェア

10%

20%

30%

(千台)

0.2%
■

0.5%
■

1.3%
■

2.4%
■

3.9%
■

5.5%
■

7.4%
■

18.6%
■

38.2%
■

(年度)

【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】



5.モーダルミックス型社会
～公共交通を楽しく、快適に利用

たま電車
和歌山電鐵で大人気！！
貴志川線貴志駅たま駅長「たま電車」が岡山で平成21年4月30日デビューしました。
可愛いたま駅長のキャラクターが35匹デザインされた「たま電車」にぜひ乗って、楽し
んでください (岡山電軌鉄道HP) 【筆者撮影】



100％超低床式路面電車
MOMO：岡山

電停との段差がなく、車椅子でもスムーズに乗れるという機能性
だけではなく、 九州新幹線「つばめ」をデザインした水戸岡鋭治
氏に全面的にデザインを依頼し、 近未来的な外観、車内には木

をふんだんに使ったといういままでにないデザインに仕上がりま
した(岡山電軌鉄道HP)

【筆者撮影】



岡山：バス停留所

【筆者撮影】

バス時刻表
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Ｉモード携帯端末に表示
されたバス到着予想時刻

到着予想時刻の提供によりイライラの
解消、バス停での待ち時間の短縮

岡山県の(株)リオスが開発

日本で最初のバスロケーションサービス



ふそう・ローザ(改)小型電気バス(富山・北陸電力)

【筆者撮影】

コンパクトシティ富山：富山



LRT ポートラム(富山市・岩瀬浜駅)

【筆者撮影】



フィーダーバス(富山市・岩瀬浜駅)

【筆者撮影】



電動自転車レンタサイクル(富山・富山駅前)

【筆者撮影】



広島市

i-TREK(アイトレック)は、私(i)にとって必要な、移動
(TREVK)のための情報をより高度にした、地域情報
サービス

【筆者撮影】

i-TREKシティ広島：広島



広島市の顔 グリーンムーバ



広島：パーク&ライド フジクラン緑井店

【筆者撮影】



広島：パーク&ライド フジクラン緑井店

【筆者撮影】



第一タクシーが運行する循環バス
～アストムライン大原駅

【筆者撮影】



67高速基山バス停乗り継ぎ
【筆者撮影】

高速自動車道バスの乗り継ぎ：福岡・佐賀



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】



6911/3/4 10時47分 69

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 】



76

・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
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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
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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】



Ⅲ.東京大学IТSセンタープロジェクト
「柏の葉ITS実証実験モデル都市

~モビリティに夢を与える近未来都市の実現

【47】
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東京都心～ 約３０ｋｍ
新東京国際空港～ 約３０ｋｍ
筑波研究学園都市～ 約３０ｋｍ

柏市は，東京都心から約３０kmにあり，手賀沼や利根川に代表さ
れる多くの自然とＪＲ柏駅周辺を中心とした商業施設による賑わい，
北部地域の柏の葉地区を中心とした国際キャンパスタウンの創出
などが，ほどよく調和した“まち” 。

人口 ４００，８４７人
世帯 １６０，１８５世帯

（平成22年12月1日現在）

柏市の概況
96
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柏市の年齢階級別人口
ー突出する団塊世代・高齢化予備軍ー
ー減少する年少人口・止まらぬ少子化ー

H22.4.1住民基本台帳

26144
28600

27166

20064

14178

8693

4495

1861
522 69

17813

17963

21447

34307

30462

23526

22017

31487

26970

18175

18229

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

35000

40000

０～ ５～ 10
～

15
～

20
～

25
～

30
～

35
～

40
～

45
～
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～

55
～

60
～

65
～

70
～

75
～

80
～

85
～

90
～

95
～

10
0以

上

戦後のベビーブーム世代が高齢者に
なるここ数年の間に高齢化率は急激
に上昇します。

●総人口：394,188人

●65歳以上の人口:77,048人(19.5％)●15歳未満の人口:54,367人(13.8％)
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柏市の総人口と高齢化率の推移

平成2年 平成7年 平成12年 平成17年 平成22年 平成27年

総人口 305,058 362,880 373,778 380,963 389,000～
399,000

392,000～
415,000

高齢化率 7.1% 9.2% 12.4% 16.4% 20%程度 26%程度

－特に早いスピードで高齢化が進行する柏市－

高齢化率７％ → 高齢化率14％ → 高齢化率20％

国 1970年（S45） 24年 1994年（H6） 12年 2006年（H18）

柏 1990年（H2） 14年 2004年（H16） 6年 2010年（H22）

第４期柏市高齢者いきいきプラン21より
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幹線道路の慢性的な交通渋滞

柏市

我孫子市

松戸市

野田市

柏IC

流山IC

守谷SA

呼塚

大島田

大青田

若柴

旭町五丁目
若葉町

旧日光街道入口

大井

国
道

16号

国道16号

常
磐
自
動
車
道

国道6号

国
道

6号

柏市

我孫子市

松戸市

野田市

柏IC

流山IC

守谷SA

呼塚

大島田

大青田

若柴

旭町五丁目
若葉町

旧日光街道入口

大井

国
道

16号

国道16号

常
磐
自
動
車
道

国道6号

国
道

6号

【凡例】
：渋滞発生箇所
：千葉県境

：高速道路
：国道
：主要地方道
：一般県道
：その他道路

※2009年4月～2010年3月
のデータを使用

【凡例】
：渋滞発生箇所
：千葉県境

：高速道路
：国道
：主要地方道
：一般県道
：その他道路

※2009年4月～2010年3月
のデータを使用

6～20時台（15時間）のうち2時間以上渋滞が発生している箇所
→国道6号・16号の大半の区間で渋滞が発生

VICS渋滞度
データ分析結果



地域のポテンシャル ～多くの学術研究機関等の集積～

柏の葉地域には、湧水を含む豊かで広大な緑地、全国トップクラスの２つ
の国立大学、国立がんセンター、その他国立研究所など、「知」及び
「環境」に関する高質なポテンシャルが数多く集積している。

心と体の健康や環境のあり方
について東洋医学的側面から研
究・実践するセンター。構内の農
園では園芸などによる環境・健
康分野の研究を地域と密着して
展開している。

日本が世界に誇る東京大学の本郷、駒場
に続く第３のキャンパス。新領域創生科学研
究科、物性研究所などをはじめとする学問融
合型の新しい領域を展開している。

東京・築地の本院以外には全国唯一とな
る国立のがん専門病院。駅前の148街区
には相談センターが入居予定。

産学官連携を推進する産
業技術インキュベーション施
設。企業への貸し研究室の
提供や共同研究をコーディ
ネート。

○東京大学柏キャンパス

○千葉大学
環境健康フィールド

科学センター

○国立がんセンター

○東葛テクノプラザ

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/ja/e/e7/Tokatsu_techno_plaza_01.jpg�
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柏の葉
国際キャンパスタウン構想

柏の葉アーバン
デザインセンター

○地域教育の充実

○ITSの取り組み（ITS実証実験モデル都市） ○低炭素化の取り組み

○都市空間のデザイン

◆総合特区制度の活用を視野に入れた検討
（「自律経営都市モデル創造プロジェクトin柏の葉」を提案済）

◆東京大学との包括連携協定の締結（H２２．１２．２１締結）

柏の葉国際キャンパスタウン構想
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柏の葉キャンパスタウン構想
平成20年3月に、千葉県・柏市・東京大学・千葉大学が連携し、「国際
的な学術都市」、「次世代環境都市」を実現する「柏の葉国際キャンパ
スタウン構想」を策定。

柏
の
葉
国
際
キ
ャ
ン
パ
ス
タ
ウ
ン

（公
民
学
連
携
に
よ
る
国
際
学
術
研
究
都
市
・次
世
代
環
境
都
市
）

理念
環境と共生する田園都市づくり
脱炭素社会モデルとなる緑地保全や持続型開発による『環境
空間』と市民や企業の『環境行動』を誘発する

創造的な産業空間と文化空間の情勢
TX沿線の知の集合を生かし、高度な新産業の育成と創造産業
の集積を図る

国際的な学術空間と教育空間の形成
世界をリードする研究機能と地域に開かれた学術空間が街に
展開する新たな国際学術都市のスタイルを確立する

サスティナブルな移動交通システム
自転車や公共交通を中心に地球と人に優しい移動環境を整備
する次世代交通の総合的な実験成果を展開する

キャンパスリンクによる柏の葉スタイルの創出
環境に優しく健康に暮らす柏の葉スタイル、また豊かな交流や
文化芸術を創造する

エリアマネジメントの実施
安全で快適な環境と地域の価値を維持し向上させる地域経営
組織を公民学連携で設立する

質の高い都市空間のデザイン
先進の環境空間計画とデザインマネジメントにより都市と生活
の質を高める“いい街がいい人（研究者、生活者）を呼ぶ”

イノベーション・フィールド都市
世界の最先端の技術や文化が展開する都市としてスパイラル
アップする

3
目標

4
目標

5
目標

6
目標

7
目標

8
目標

2
目標

1
目標 1 『緑地ネットワーク』を保全し強化する 緑被率40%を維持

2 持続性の高い開発や建築の『柏モデル』を普及する 街区の緑化率25%、CO2削減35%を達成

3 市民生活を環境共生型に改める

1 TX沿線の広域連携により世界水準の『100産業創出』と『10企業誘致』を進める
2 つくばと秋葉原の集積を結ぶ『TX-ナレッジ・ネットワーク』を構築する
3 既存産業の高次化、環境改善と競争力の強化を図る

方針

方針

方針

方針

方針

方針

方針

方針

1 世界をリードする研究や教育の機能を強化する 『1の研究や教育の機関』を誘致
2 外国人の研究者や学生が暮らしやすい住環境を整える 『1000人の外国人研究者・学生等の活動』を支援

3 柏の葉から世界の最先端で活躍する人材を育成する
4 地域と大学や研究機関との連携により独自の文化や空間をつくる

1 世界の環境交通モデルとなる移動のシステムを整える
2 歩行者と自転車の楽しい移動を可能とするネットワークをつくる 『自転車分担率の10%増加』
3 自動車利用を減らすために総合的な施策を展開する 『自動車分担率の10%の低下』

1 健康で快適な生活空間と環境行動の「柏の葉スタイル」を定着させる
2 多様な住み方、暮らし方ができる住宅を供給する 『キャンパスリンク住宅を10%』
3 農や食の文化を育む空間と生活を充実させる

1 環境・健康行動を普及し質を高めるマネジメントを行う
2 安全や魅力を生み価値を高めるマネジメントを行う
3 公民学の連携で自立したマネジメントを行う

1 キャンパスのように緑溢れる自由な都市空間をつくる
2 大学が街へ広がる学園の道（University Axis）をつくる
3 緑の中に多様な活動が見える緑園の未知（Green Axis）をつくる
4 UDCKを中心にアーバンデザインを実現する
5 アーバンデザインを柏地域や沿線地域へ広める

1 国際学術研究都市をアピールする
2 実証実験の支援と実現プログラムを提供する

柏の葉国際キャンパスを形成するために、公・民・学が連携し、キャ
ンパスとまちが融和した創造的環境の中で、最先端の知・産業・文
化が育まれる「国際学術都市」、優れた自然環境と共生し、健康で
高質の居住・就業環境が実現される「次世代環境都市」を実現する。

【理念】
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柏の都市特性と都市交通問題
交通の要衝であり東京のベッドタウン

 市内に10駅（JR、東武、TX）を持つ公共交通機関利用の便利な都市

課題 – 昔開発された団地の住民へのフィーダー交通不足
– 沼南地区の公共交通サービスの確保

200万人商圏を持つ中心市街地

 千葉県北西部から茨城県南部を中心とした広域に渡る商圏を有する都市

課題 – 国道6号・16号のスター型ネットワークによる慢性的な交通渋滞
– 柏ICの積極的活用

集客力を有するイベント開催及び施設の立地

 柏レイソルの存在や千葉国体のテニス会場など様々なイベント開催地

課題 – 短期間に集中する交通への対応策に苦慮

柏の葉地域における新たな街づくりの進展

 TX開業を契機に柏の葉地域での新たな街づくりが進行中

課題 – 柏の葉の新市街地と旧市街地の相乗効果の引き出し方
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ITSを活用した問題解決の方向性

基本的な考え方と問題解決の方向性

ITSは次世代環境都市“KASHIWA”を実現するための装置
 ITSにより時空間を越えて都市空間の利用を効率化
 ITSにより移動利便性向上・環境負荷低減を実現

パーソナルモビリティ向上のためのITS導入

 サイクルシェアの予約・管理システムやPMV導入検討 など

公共交通の利便性向上のためのITS導入

 オンデマンドバスやエコライドの導入検討 など

環境負荷低減のためのITS導入

 交通情報提供・ ITS駐車場・P&R等による混雑緩和や交通需要調整
 EVやカーシェアシステムの導入による環境負荷低減

新しいライフスタイル創造のためのITS導入

 P&R・カーシェアシステム・PMV導入検討 など
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柏の葉プロジェクトの目指す方向性

高齢化社会・都市構造の変化に
対応したモビリティ確保

低炭素型都市交通の実現

柏の葉地域で、ICT等を活用し、モーダルミックス、サスティナブルな交通移動を実現
するための取り組み、次世代モビリティの可能性の検討・検証を行うことで、地域の課
題解決と環境に配慮した次世代型環境都市（ITSスマートタウン）の実現を目指す。

パーソナルモビリティ

【モーダルミックス】 【サスティナブルな交通移動】

・パーク＆レールライド

公共交通機関自動車

○次世代モビリティ

・エコライド

・サイクルシェア

○次世代モビリティ

・セグウェイ
・LRT

・駐車場ITS

・オンデマンドバス ・ベロタクシー

・ウィングレット

【国内他地域

への情報発信】

（セミナー・シンポ

ジウムの開催）



動 車 道

P-DRGS（携帯電話、カーナビ）、
駐車場満空情報、鉄道運行情報
携帯電話配信・駐車場予約、

コンビニ・ガソリンスタンド決済等、
プローブ、渋滞情報・時間分散案内、

P&R時刻表･到着時間案内、
駐車場予約、安全運転支援 等

柏IC

柏の葉 次世代ITS実証実験イメージ

ITS駐車場

東大柏の葉
キャンパス

スマートIC

オンデマンドバス

守谷ＳＡ

ＬＲＴ

この先渋滞
駒形ICまで 90分

よし、早くてお
得なTXに乗
り換えだ！

専用軌道

ＰＭＶ
 

エコライドP&R
専用
エリア

ICカード
履歴確認

EMV決済車両認識
ゲート通過

場内誘導

場内管制

バレーパーキング

入庫支援 駐車位置記録

給油・充電情報配信
地図更新

自動駐車エリア

安定化（Multi-GNSS、自立監視）

Ｇ空間社会サービス基盤

鉄道運行
情報提供

ICカード連携
運賃割引

ポイント
付与・還元

キス＆ライド
停車スペース

買い物代行
サービス予約
託児サービス

電気自動車、キャパシタ、エコドライブ
高齢者向け自動車、パーソナルロボット

次世代自動車の活用

サイクルシェア

ベロタクシー

ユニバーサル交通案内

観光案内、来訪者案内
高齢者対応、交差点記号化

TDMの実用化

自転車道

次世代公共交通

『公共交通の活用

パーク＆ライド・駐車場ITS

市民参加

公共交通支援システム

高速道

一般道
パーク＆ライド・駐車場ITS

駐車場ITS

パーク＆ライド

道の駅 しょうなん

DSRC活用サービス

観光情報、交通情報
駐車場情報、店舗情報

DSRC活用サービス

DSRC活用サービス

県立柏の葉公園

2009/11/16 ITSセンター

DSRC活用サービス

DSRC活用サービス

①

①

①

①

②

③

④

⑤

⑥
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柏ITS推進協議会の目的及び事業内容

(1) 設立目的

■ ITS （Intellgent Transport Systems：高度道路交通システム）を

活用し，柏の葉地域において，「低炭素型交通都市」・「次世代型環
境都市」を実現するための各種研究開発の推進，及びそれらの事
業化・実用化に資する活動を行うことを目的とする。

(2) 事業内容

■ 事業内容は主に以下の４項目

① ITSの推進に係る調査・研究開発の推進

② ITSの事業化に関する各種取組みの支援

③ ITSの推進に係る情報発信及び広報活動

④その他， ITS事業の目的を達成するために必要な活動



柏ITS推進協議会のめざす方向

●社会還元加速プロジェクトの研究開発・実証実験・実用化

●プロジェクト終了後の実用化・事業化の継続

◯技術革新に対応した更なる高度な技術開発の継続

●地元中心の産官学民の組織による地元のためのITSの定着化

●産官学連携による世界最先端ITS技術開発

◯システム導入の評価、改善 ◯地域ITSを支える人材の育成

●ITSの事業化による新産業の創造と地域産業の活性化

●社会還元加速プロジェクト他地域との連携
観光ITS(青森市)、サイクルシェアリング(横浜市)、オンデマンドバス(豊田市)

●ITS推進組織の運営事例の国内外への展開
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事業推進体制

■主要設定テーマ（部会の設置状況）

部会長：東京大学 牧野准教授

概要：パーク&ライド，次世代駐車場ITS，次世代観光ITS等

1 次世代ICT活用による利便性・安全性向上の研究開発・実用化

部会長：東京大学 堀教授

概要：次世代自動車（PHV，EV，キャパシタ，燃料電池車），PMV，高齢者向け車両等

2 次世代車両の研究開発・実用化・普及

部会長：東京大学 大和教授

概要：オンデマンド交通，カーシェアリング等

3 次世代公共交通システムの研究開発・実用化

部会長：東京大学 須田教授

概要：エコライド，LRT等

４ 次世代モビリティの可能性の検討・検証

５ プローブ情報を核としたITS基盤情報システムの研究開発

部会長：東京大学 桑原教授

概要：プローブ情報収集・蓄積システムの開発，交通関連情報のデータベース化等

ITSを活用した次世代環境都市の実現に向けた各種取組みは、サービス内

容ごとに柏ITS推進協議会の中に部会を設置し、各部会で検討を行う。

６ 魅力あるまちづくり「柏の葉将来都市像」検討

部会長：東京大学 池内教授

概要：第１部会から第５部会までの活動を総括・統合する。



① 研究開発の成果を街づくりで市民に還元
交通事故･渋滞など道路交通問題の解決、環境・エネルギー問題への貢献、
高齢者と交通弱者の支援など

国道16号線の渋滞の解消

「柏の葉地域ITSモデル都市プロジェクト」の狙い

【筆者撮影】



次世代パーク&ライド

ららぽーと柏の葉
駐車場

つくばエクスプレス
（柏の葉キャンパス駅）

常磐自動車道（柏IC）

クルマ 結節点 公共交通

●渋滞情報
●最適経路誘導
●駐車場予約
●公共交通時刻表
●到着時間案内

●託児サービス
●買い物代行サービス
●駐車場スペース確保
●公共交通時刻表
●ポイント付与・還元

●正確な運行時間
●都心部の渋滞回避
●公共交通内で仕事の準備
●献立などをじっくり思案



次世代駐車場ITS

自動駐車エリア

駐車場位置記録

バレーパーキング

パーク&ライド
専用駐車場場内誘導

履歴確認・決済

給油・充電

情報配信・地図更新

112

○×タウン

レシート表示により充電サービス

買い物金額3,000円以上
充電サービス

駐車

EVユーザーが好みの駐車位置を選
択(カーナビ画面上で選択)

充電スタンドからの
無線通信にて、駐車
可能なEV専用駐車
位置を表示



② 最重要課題は安全とモビリティ確保
安全とモビリティ確保を最重要課題と位置付け、交通事故死ゼロの街、誰もが
自由にモビリティを享受できる街を最先端のITS技術を活用して実現する

高齢化が進む東急柏ビレジのモビリティ確保

「柏の葉地域ITSモデル都市プロジェクト」の狙い

【筆者撮影】



高齢者向け車両のITS装着規制
(軽自動車・高齢者免許条件)

ドライブレコーダーの装着

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時間の連続記録が可能なの

で危険な運転を客観的に認識
し、家族で運転技術を向上バックガイドモニター

デジタルタコグラフの装着

高齢者向けITS車両開発



東京大学大和裕幸研究室

高齢者のモビリティ オンデマンドバス



東京大学柏キャンパス

つくばエクスプレス柏の葉キャンパス駅

ららぽーと柏の葉

東急柏ビレッジ

国立がんセンター病院

ららぽーと駐車場

【筆者作成】



対象とする地域（交通機関別）
 柏南部地域を中心とした本格運行を目指したい

– 柏の葉エリア ：マルチモービルシェアリング＋オンデマンド交通の展開

– 旧沼南町エリア：オンデマンド交通の実用化

117

東大

駅

柏
駅

旧沼南町エリア

マルチモービルシェ
アリング
＋オンデマンド交通

オンデマンド交通
の実用化地域



③ 世界最先端のITS技術の研究開発と実用化
～次世代自動車と次世代公共交通の開発

エコライド

「柏の葉地域ITSモデル都市プロジェクト」の狙い

キャパシタ

ワイヤレス給電



東京大学エコライド実験コースの開通式

○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。
○用途として、主要駅からシヨッピングモールまでなど、2～5km程度
の距離を想定

次世代省エネ型都市交通システム

東京大学須田義大研究室

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�


次世代路面電車LRT

豊橋鉄道(愛称：ほっとラム) 東京大学須田義大研究室

須田教授は「ライトレールの普及には、低床化、高速化、架線レス、運賃のやり
とりの高速化」などが必要。低床化は、鉄道では常識の車軸を外し、左右の車輪
を独立させて実現する。車輪を独立させると安定度が下がるが、「２輪１ユニット
方式独立回転車輪台車」「パワーステアリング台車」などの技術を開発。これに
より、都市の交差点などで安定した小回りが可能になり、計算上は曲線半径３３
メートルの急カーブを高速で曲がれることが確認されている



パーソナル・モビリティー・ロボット

東京大学IRT型ロボット



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。

二輪電動車



④未来の街づくりに向けて市民と行う実証実験
モビリティの最適化が、市民のライフスタイルや日常生活のアメニティに、また地
域の新産業創出、ビジネスの生産性向上や市場活性化に、どのように貢献し、
どの程度の地域自体の価値向上をもたらすかを一定期間検証する。

未来の街づくり

柏の葉キャンパス駅前

「柏の葉地域ITSモデル都市プロジェクト」の狙い

【筆者撮影】



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)。



○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
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⑤次世代ICT(次世代DSRCサービス等)活用
による利便性・安全性向上の研究開発・実用化
ダイナミックパーク&ライド、次世代駐車場ITS、次世代観光ITS
、デジタル地図のリアルタイム更新、クラウドコンピューティング等

「柏の葉地域ITSモデル都市プロジェクト」の狙い

【資料】国土交通省



○柏市とその周辺にある、ららぽーと柏の葉、守谷SA、道の駅しょうなんの ITS ス
ポットが連携し、インターネット接続による地域観光情報等を提供。

○車の中で、施設のリアルタイムなお薦め情報や周辺の道路交通情報を入手可能。

【柏市域のITSスポット】

ITSモデル都市柏における地域情報配信

126【資料】国土交通省



渋滞情報（常磐道）
駐車場予約（ららぽーと駐車場）
時間分散案内
つくばエクスプレス時刻表、
到着時間案内（目的地）
ららぽーと施設案内
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SA・PAでの情報提供 道の駅での情報提供

観光案内（手賀沼周辺）
交通情報（常磐道・国道）
駐車場情報（ららぽーと駐車場）
店舗情報（柏市内）

【筆者撮影】

常磐道：守谷サービスエリア 道の駅：沼南（しょうなん）



都市圏全域の道路交通情報 郊外から都心へ（三郷JCT）

関越道

圏央道

中央道

東名

第三京浜道路

東京湾
アクアライン

東北道

常磐道

外環道

中央
環状線

５号
池袋線

川口線

６号
三郷線

６号
向島線４号

新宿線

３号
渋谷線

神奈川
２号線

神奈川
1号線

湾岸線

９号
深川線

江北
JCT

小菅
JCT板橋

JCT

熊野町
JCT

美女
木JCT

川口
JCT

三郷
JCT

大橋
JCT

金港
JCT

葛西
JCT辰巳

JCT

堀切
JCT

谷町
JCT

竹橋
JCT

首都圏の所要時間データ
○常磐道から神奈川方面（港北）に向かうルートは３２通り。
○この中からその時々の渋滞状況に応じた最適ルートを選ぶのは至難の業。

目的地

港北

出発地
常磐道方面

128【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

129【資料】国土交通省



○常磐道においてITSスポットから首都圏の渋滞情報を提供。
○常磐道が渋滞している場合は、守谷ＳＡのITSスポットでららぽーと

柏の葉でのパーク＆ライドの案内を提供。
○車から電車（つくばエクスプレス）の乗り換えを支援。

ITSスポットを使ったパーク＆ライド

【パーク＆ライド構想】

ららぽーと柏の葉
駐車場

つくばエクスプレス
（柏の葉キャンパス駅）

常磐自動車道（柏IC）

ITSスポット
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守谷SA

柏の葉キャンパス駅

柏IC

ららぽーと柏の葉

【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

131
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ITSスマートタウンの基盤構築イメージ
移動履歴（プローブ）情報の収集

人々の移動情報の集約
→混雑状況等の交通実態の把握

集約

各種交通情報の収集

共通基盤を用いて複数モードの情報を
一元的に収集

バス運行情報
（バスロケシステム・遅延情報な
ど）

鉄道運行情報
（遅延情報な
ど）

運送車両情報

集約

交通データベースの構築

シミュレータによる交通状況の再現
（道路渋滞情報、駐車場情報、公共交通運行情報、信号制御情報等）

→問題点の原因究明・交通マネジメント実施
（①公共セクターへのフィードバック）

交通
データ
ベース

あらゆる移動体のデータを集約し、総合交通情報を生成
（道路渋滞情報、乗換え情報、モード別CO2負荷情報等）

→交通実態の解明に役立つ情報を生成
（渋滞発生箇所情報、駐車場混雑情報等）

→マーケティングデータベース
（滞在箇所・滞在時間情報等）

カーナビ モバイル通信端
末

インフォメーション
センター

シームレスな移動を支援するデータ配信

適切なタイミングで必要な情報の配信・移動
履歴情報の提供
（環境にやさしいモードへの乗換え情報、CO2負荷情報等）

→TDM・モビリティマネジメント（自己改善）
（②市民へのフィードバック）

→移動の円滑化
（③来訪客へのフィードバック）配信

解析

駐車場情報

自家用車の
移動履歴情報

個人の
移動履歴情報

各種道路交通情報の収集

道路管理者保有の情報を集約
（VICS、トラフィックカウンター、CCTV、信号制御情報等）

集約

ITS基盤システム

集約データを基に
付加データを生成

各種情報源から情報を
収集し、総合交通情報を
生成、それを公共セク
ター、市民、来訪者に
フィードバック
※青地：各種情報



⑥新産業の創造と地域産業の活性化
次世代観光ITS

IOC 評価委員の現場視察に際しプレゼン(4月17日)

「道の駅沼南」周辺には、武者小路実篤邸跡、志賀
直哉邸跡、船戸古墳群、将門伝説等旧跡が多くあ
り、四次元仮想化空間で、過去を楽しむ。また、
その移動には、EV、PMV等環境に優しい移動体を
活用する。

道の駅 沼南

東京大学池内克史研究室



次世代広告サービス

ランチタイムサービス
充電無料！！

充電スタンド設置店
に近づくと、カーナ
ビ画面に広告表示 充電器設置位置

をカーナビ画面
上に表示

充電スタンドからカーナビへの画面広告イメージ

【資料】九州電力



次世代デジタル地図リアルタイム更新

日々変化する国際キャンパス都市柏の葉のカーナビ用デジタル地
図のリアルタイム更新を国土総合技術研究所、柴崎研究室、ITSセ
ンターで、次世代DSRCの通信スポットを活用して、リアルタイム更

新の実験を道の駅沼南で行う。カーナビゲーションの最大の弱点の
解消とともに情報収集、配信による新産業創造にチャレンジする。

日々変化する柏の葉キャンパス駅周辺 DSRC通信スポット予定地 道の駅 沼南



⑦新興国への社会貢献と新輸出産業の創造
次世代環境都市(ITSスマートタウン)、低炭素型都市交通の創造をパッケージ化(ハード＋ソフト
＋アプリケーション＋政策)して、東アジア新興国への社会貢献とともに、新たな輸出産業の創
造と地域産業の活性化、雇用機会の創出をめざす

ITS Japanの
ITS Japanの描くITSスマートタウン

「柏の葉地域ITSモデル都市プロジェクト」の狙い



⑧「ITS世界会議東京 2013」での情報発信
2013年のITS東京世界会議におけるショーケース（実社会における実験システ

ム）として、研究成果を世界に発信するとともに、国際標準化にも先行すること
が出来る。

時 期：2013年10月中旬～11月中旬ごろ

場 所：東京ビックサイト

テーマ：次世代ITSのショーケース（案）

「柏の葉地域ITSモデル都市プロジェクト」の狙い



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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自動車

鉄 道

+

道 路

機 械

電 気

通 信

経 済

医 学

法 律

広 告

コンテンツ

ビジネス

工学系分野 社会科学系分野



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)

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

● 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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