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はじめに

⾃⼰紹介＆
創造⼯学部及び造形メディアデザインコース

について

令和元年度四国地区⾏政管理・評価セミナー @かがわ国際会議場 2020年２⽉18⽇

⽒名︓佛圓 哲朗 （BUTSUEN, Tetsuro）
専⾨︓システムデザイン，⾃動⾞⼯学，

制御⼯学，振動⼯学

• ⾹川⼤学創造⼯学部
造形・メディアデザインコース教授
• マツダ（株）を経て現職

⾃⼰紹介
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経歴

1980年 東京⼯業⼤学理⼯学研究科応⽤物理学専攻 理学修⼠取得
1980年 マツダ（株）⼊社

技術研究所 ⾞両解析技術者
1986年 MIT（マサチューセッツ⼯科⼤学）留学（3年）
1989年 Ph.D取得
1989年 技術研究所 主任研究員 セミアクティブサスの開発
1990年 クルマ変⾰のキーとなる技術的⽅策策定活動
1993年 技術研究所 主幹研究員 予防安全技術担当
1999年 商品本部先⾏プログラム企画Gr グループマネージャ
2000年 商品本部商品⾰新部 部⻑
2005年 マツダノースアメリカ ダイレクター （フォード駐在）
2009年 電気駆動システム開発室 主幹研究員
2014年 マツダ財団 事務局⻑代理 科学技術研究助成担当
2017年 ⾹川⼤学 教授
2018年 ⾹川⼤学創造⼯学部造造形・メディアデザインコース教授

レジリエンス・デザイン領域 領域⻑

温故知新
新しいことを⾏おうとするとき、その領域の歴史を探ると必ず過去に似た考え⽅
があるものである。それを発掘し、今の視点から再構成することによって新しい
知⾒が開ける。

1番ピンを倒せ
研究対象となる課題を整理・集約し、ボウリングの1番ピンとなるような主要と
なる共通課題を⾒つけ、選択し、そこに集中して倒していく。
（新たな考え⽅の選択と集中）

座右の銘
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創造⼯学部のミッション

⾼い技術⼒ による モノづくり
＋

新しいアイデア による コトづくり

数理的基礎⼒（情報分析能⼒=Informatics）に加えて、
「デザイン思考能⼒(Design Thinking)」と「リスクマネジメント能⼒

(Risk Management)」の育成を取り⼊れた、次世代の⼯学系⼈材教育

1.専⾨分野を問わず⼯学系⼈材として必要な数理的基礎⼒（情報分析能⼒）
2.⾼い倫理観とそれに裏打ちされた対⼈コミュニケーション⼒及び異⽂化コミュニケーション⼒
3.地域を理解し、地域と協働して価値の創造を⾏う⼒
4.審美⼒、多様性理解⼒、企画⼒、プロトタイピング⼒などを統合したデザイン思考能⼒
5.様々なリスクを把握・抽出し事前に対応策を講ずるとともに、想定外の事態にも対応できる

リスクマネジメント能⼒

次世代の⼯学系⼈材

構想の原点

創造⼯学部のミッション
数理的基礎⼒（情報分析能⼒=Inf matics）に加えて、

「デザイン思考能⼒(Design ki 「リスクマネジメント能⼒
(Risk Managem )」の育 次 の⼯学系⼈材教育

1.専⾨分 基 報分析能⼒）
2.⾼い ション⼒及び異⽂化コミュニケーション⼒
3.地域を理 創造 ⼒
4.審美⼒、多様性 企画⼒ ロトタイピング⼒などを統合したデザイン思考能⼒
5.様々なリスクを把 出し事前に対応策を講ずるとともに、想定外の事態にも対応できる

リスクマネジメン ⼒

次世代

未来のあたりまえ
をデザインするDRI教育

イノベーション⼈材創出
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デザイン経営

経済産業省・特許庁 産業競争⼒とデザインを考える研究会 2018年5⽉23⽇

「デザイン経営」宣⾔

「デザイン経営」の効果

ブランド向上

企業競争⼒の向上

＋
イノベーション向上

＝

「エモーショナル・デザイン」ドナルドAノーマン(2004)

デザイン（インダストリアルデザイン）とは・・
ユーザと⽣産者の相互利益のために、製品とシステムの価値／機能／外観を最適
化する概念と仕様を創出／開発する専⾨的な業務である。

外観

機能

価値

設計

創造

表現

最
適
化

デザインとは
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デザイン思考

全く新しい価値を⽣み出す思考プロセス

あらゆる分野の問題解決・イノベーション創出に活⽤できる

（⾹川⼤学HPより）

デザイン思考
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⾹川⼤学創造⼯学部造形メディアデザインコース

全体的なロードマップ
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アート、特に地域で制作される現代美術は
「地域の問題解決や未来の社会発展のために、コンセプト・メイキングを重視」、
「それらを鑑賞者が感動するビジュアルで作品として提⽰」する。

デザイン思考の取組︓アートによる地域課題の発掘

アート
「地域 を重視」、
「それ

⾹川⼤学×⼩⾖島 夢プロジェクト「演劇でみる⼩⾖島のカタチ」

デザイン思考の取組︓アートによる地域課題の発掘
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第１章

⾃動⾞およびCASE技術の歴史

令和元年度四国地区⾏政管理・評価セミナー @かがわ国際会議場 2020年２⽉18⽇

CASE︓ CASEは、Connected（コネクテッド）、Autonomous（⾃動運
転）、Shared & Services（カーシェアリングとサービス／シェアリングのみを指
す場合もある）、Electric（電気⾃動⾞）の頭⽂字をとった造語

クルマの進化の歴史

出展：http://www.mercedesbenz.jp/brand/
magazine/story/01.html

1886ベンツ・パテントモーターワーゲン

ガソリン⾃動⾞が誕⽣して130年、⼤量⽣産とともに、
個⼈の⾃由な移動⼿段として進化

1924年 T型フォード
1000万台⽣産達成

2019年世界では約11億台、
2024年には12億台を突破と予想

保有台数の推移
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クルマの歴史に学ぶ クルマの始まり
クルマの始まりは︖ 蒸気機関から始まった。
そして、⾃動⾞事故もこの時始まった。

パリ⼯芸博物館展⽰される1771年修復後のキュニョーの砲⾞2号⾞

蒸気⾃動⾞が発明されたのは1769年とされ、蒸気機関⾞(1804年)や蒸気
船よりも古い。発明者はフランスの軍事技術者、ニコラ＝ジョゼフ・キュニョー

（Wikipedia)

レプリカ映像

電気⾃動⾞の歴史も、ガソリンエンジン⾞より古い。電池は
1777年、モーターは1823年に発明されており、1873年に
イギリスで電気式四輪トラックが実⽤化されている。 史上初の
時速100㎞超えを達成したのは、なんと電気⾃動⾞だった。
1899年にジャメ・コンタント号が105.9㎞/hを達成している。
by よくわかる⾃動⾞歴史館（トヨタ）

クルマの始まりは︖ 蒸気機関から始まったが、
電気⾃動⾞の始まりも早かった。

電気⾃動⾞“ジャメ・コンタント号”    
（1899年・フランス）

クルマの歴史に学ぶ クルマの始まり

ハイブリッド⾃動⾞は︖
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クルマの始まり︓ハイブリッド⾃動⾞の誕⽣

ハイブリッド⾃動⾞の開発に貢献した⼈は︖
若き⽇のフェルディナントポルシェ博⼠（この時弱冠24歳︕）です。

1899年フェルディナント・ポルシェが開発したローナーポルシェ ミクステ。
エンジンで発電した電気でモーターを駆動する、世界初のハイブリッド⾞
である。 By GAZOO クルマの歴史
http://gazoo.com/article/car_history/150116_1.html

クルマの始まり︓ハイブリッド⾃動⾞の誕⽣

1899年フェルディナント・ポルシェが開発したローナーポルシェ ミクステ。
エンジンで発電した電気でモーターを駆動する、世界初のハイブリッド⾞
である。 By GAZOO クルマの歴史
http://gazoo.com/article/car_history/150116_1.html

現代のNOTE e-POWERと仕組みは同じ︕
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クルマの始まり︓ハイブリッド⾃動⾞の誕⽣

ハイブリッド⾃動⾞の量産は︖

1911-1918 Woods Dual Power Model 44 Coupe
＠＄２,700

ガソリン⾃動⾞誕⽣（1885-1886）
ゴットリープ・ダイムラーは4ストロークエンジンを開発し、
1885年に⽊製の⼆輪⾞にエンジンを載せて試⾛に成功、
翌1886年に四輪⾞を開発している。同じ1886年、同じ
くドイツ⼈のカール・ベンツがガソリンエンジンの三輪⾞を完
成させて実際に販売した。

by よくわかる⾃動⾞歴史館（トヨタ）

クルマの歴史に学ぶ クルマの始まり
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クルマの進化の歴史

出展：http://www.mercedesbenz.jp/ d/
magazine/story/01.html

1886ベンツ・パテントモーターワーゲ

ガソリン⾃動⾞が誕⽣して 30年 量⽣産とともに、
個⼈ ⾃由な て進

1

2019年世界では約11億台、
2024年には12億台を突破と予想

推移しかし、クルマは
まだまだ不完全
な乗り物です

クルマを取り巻く諸情勢

クルマを取り巻く五つの潮流
・ 環境
・ エネルギー
・ 資源
・ 安全
・ 市場

(1) 電気学会公開シンポジウム「電気を賢く使う」; ２０１３．１２.２ 於広島国際会議場より

クルマを取り巻く五つの潮流 (1)

⾃動⾞業界は⾃動⾞
⽣誕130年で⼤変⾰期

を迎えている
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⼤きな潮流に伴う課題解決の指針

トヨタのWoven City構想

CASE︓ CASEは、Connected
（コネクテッド）、Autonomous
（⾃動運転）、Shared &
Services（カーシェアリングとサービ
ス／シェアリングのみを指す場合もあ
る）、Electric（電気⾃動⾞）の
頭⽂字をとった造語

⾃動⾛⾏普及シナリオと市場化期待時期
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究極の⾃動運転社会実現へのシナリオ

⾃動運転技術の歴史︓フーディナ・アメリカンワンダー（1925年）

1925年には、フランシス・フーディングが無線により遠隔操作できる1926チャンダー（プロトタイプ）を公開
これに伴い、1930年代には無線運転⾞のプロトタイプが登場）

https://www.wikiwand.com/en/Houdina_Radio_Control

出典︓Wikiwand “Houdina Radio Control”より
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⾃動運転技術の歴史︓ GM ファイアーバードII コンセプト（1956年）

AUTOCAR Japan
ニュースより抜粋

URL:https://www.autocar.jp/photo/news/337356/

道路上に設置された電気信号を受け、「電脳」が⾃動⾞をコントロールするという構想のプロトタイプ

⾃動運転技術の歴史︓電⼦制御道路構想（1957年）

AUTOCAR Japan
ニュースより抜粋

URL:https://www.autocar.jp/photo/news/337356/

道路から情報を得て⾛⾏。1957年にネブラスカにある120mの道路を⽤いて、実際に実験が⾏われた。
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⾃動運転技術の歴史︓ (1970〜76）
1970年代初頭に東村⼭市にCVS(Computer-contriled Vehicle Systems)の実験線を創設

通産省CVS
プロジェクト

パンフレットより

⾃動運転技術の歴史︓建設省D-mode Busプロジェクト(1970〜76）
1970年代初頭に建設省はデュアルモードバスのテストコースを建設して試験した。

建設省パンフレットより
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⾃動運転技術の歴史︓⽇本 路⾯認識技術を開発（1977年）

AUTOCAR Japan
ニュースより抜粋

URL:https://www.autocar.jp/photo/news/337356/

筑波メカニカル・エンジニアリング・ラボは2基のカメラによって路⾯の⾞線を認識することができるシステムを搭載した
プロトタイプを製作

NavLab1（1986年）

AUTOCAR Japan
ニュースより抜粋

URL:https://www.autocar.jp/photo/news/337356/

⾃動運転関連の転換点となった1986年、カーネギーメロン⼤学ロボティクス学部はシボレーのバンをNavLab1と呼ばれ
るプロトタイプに作り変えた。
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ボッシュの⾃動運転研究プロジェクト（1990年）

AUTOCAR Japan
ニュースより抜粋

URL:https://www.autocar.jp/photo/news/337356/

ドイツのサプライヤーであるボッシュは、⾃動運転技術と⾃動ルート案内技術を統合すべく、1990年に研究を開始。

メルセデス・ベンツ 実地試験開始（1994年）

AUTOCAR Japan
ニュースより抜粋

URL:https://www.autocar.jp/photo/news/337356/

センサーやプロセッサーの技術発展により、メルセデスは⾃動運転に必要なハードウエアをW140型500 SELに搭載した。
パリで1000kmに渡る試験⾛⾏を⾏い、⾼い技術⼒を披露した。
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NavLab 5 （1995年）

AUTOCAR Japan
ニュースより抜粋

URL:https://www.autocar.jp/photo/news/337356/

カーネギーメロン⼤学は、NavLab 1の初試験から10年間で、機器は⼩さく安価に、ソフトは驚くほど⾼速に進化していた。

DARPA プロジェクト（2004年）

AUTOCAR Japan
ニュースより抜粋

URL:https://www.autocar.jp/photo/news/337356/

⽶国国防総省の研究機関であるDARPAは、モハビ砂漠で⾏われる有名な⾃動運転チャレンジに研究者たちを招待。こ
のチャレンジでは、障害物のある240kmのコースを⾃律⾛⾏する必要があり、最も速くゴールできたグループには100万ド
ル（1億1300万円）が⽀払われる。
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グーグル ⾃動運転プログラムを開始（2009年）

AUTOCAR Japan
ニュースより抜粋

URL:https://www.autocar.jp/photo/news/337356/

ますます多くのデータが集まるようになり、2000年代には⾃動運転技術の開発が加速化した。グーグルがこの領域に参⼊
したのは2009年のことだ。
2012年5⽉には、トヨタ・プリウスに⾃動運転技術を搭載して、全⽶初の公道⾛⾏を認められた。2016年12⽉には、
ウェイモのブランド名で再スタートを切った。

2018年以降の⾃動運転⾞

AUTOCAR Japan
ニュースより抜粋

URL:https://www.autocar.jp/photo/news/337356/

2018年は、さまざまな⾃動時メーカー、サプライヤー、技術系企業が競うように、⾃動運転⾞を巡って、⾼い信頼性や安
全性を保ったままできるだけ素早く活⽤できるかを探っている最中。ウェイモが⼀歩先んじており、2018年10⽉には1600
万kmを⾛破した。

⾃動運転⾞ レベル4デモ
https://www.youtube.com/watch?v=aqX75NVCHB4&t=55s
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現在の予防安全(マツダの事例）

マツダホームページより抜粋

マツダ予防安全技術（ASV)の歴史

1993年マツダASV-1の発表
＠東京モーターショー1996

年3⽉
運輸省主催試乗会＆発表会

2000年「スマートクルーズ21 
Demo 2000」に「マツダ
ASV-2」を出展

2002年先進安全⾃動⾞「マ
ツダ ASV-3」の公道⾛⾏試
験を開始

2006年「広島地区ITS
公道実証実験連絡協議
会」に参加

2008年先進安全⾃
動⾞「マツダ ASV-4」
の公道⾛⾏試験を開
始

ASV開発の流れ

 1990年代初頭から予防安全技術の
技術開発を⾏ってきた。

1991年先進安全⾃動⾞（ASV）研究開発プロジェクトに参画

2013年先進安全⾃動⾞「マツダ アテンザASV-5」を開発、
「第20回ITS世界会議東京2013」に参加
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マツダ予防安全技術（ASV)の歴史

☆次世代予防安全技術の開発（1991-1997）

マツダ予防安全技術（ASV)の歴史

☆次世代予防安全技術の開発（1991-1997）
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マツダ予防安全技術（ASV)の歴史

☆次世代予防安全技術の開発（1991-1997）

マツダ予防安全技術（ASV)の歴史

☆次世代予防安全技術の開発（1991-1997）

MotorFun
1994 1⽉号
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第２章

⽇本の将来予測（2050年）

令和元年度四国地区⾏政管理・評価セミナー @かがわ国際会議場 2020年２⽉18⽇

将来の⼈⼝予測

2050年に⽇本の⼈⼝は約1億⼈まで減少する⾒込み
また、⽣産年齢⼈⼝⽐率の減少が加速する

国⼟交通省のデータをグラフィック化
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四国4県の⼈⼝予測

国⽴社会保障 ⼈⼝問題研究所資料
⽇本経済新聞2018年3⽉31⽇

四国4県⼈⼝ 2015年⽐2045年に26%減少

⾼齢者と現役世代の推移予測

⾼齢者の増加幅は落ち着くものの、現役世代の減少が加速する

（年）
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少⼦化の進⾏

出⽣数は、2016年に初めて100万⼈を割り込み、今後も減少すると予測

⼈⽣100年時代の到来

2050年には100歳以上の⾼齢者が50万⼈以上になると予測される
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単⾝所帯の拡⼤

単⾝世帯は2040年に39.3%まで拡⼤し、最⼤の世帯類型となると予測

地域別に⾒た将来⼈⼝

2045年には、7割以上の市区町村で、⼈⼝が2割以上減少する
65歳以上が⼈⼝の50%以上を占める市区町村は3割近くになる
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第四次産業⾰命の進展

（※）あらゆるモノや情報がインターネットを通じて繋がり、それらが互
いにリアルタイムで情報をやり取りしつつ（相互協調）、⼈の指 ⽰を逐
⼀受けずに判断・機能し（⾃律化）、システム全体の 効率を⾼めると
ともに新たな製品・サービスを創出（⾼度化）

今後、IoT、ビッグデータ、⼈⼯知能をはじめとした新たな技術（※）により、グ
ローバル に「第4次産業⾰命」とも呼ぶべきインパクトが⾒込まれている

AIによる⽇本の将来予測

(出所）朝⽇新聞2019年1⽉7⽇
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第３章

⾃動⾞に代表されるモビリティーの課題と
クルマの進化の⽅向

令和元年度四国地区⾏政管理・評価セミナー @かがわ国際会議場 2020年２⽉18⽇

クルマとは︖

クルマとは
（１）⼈や物を安全・安⼼かつ快適にいつでもどこにでも運ぶことができる機械
（２）運転することによって⼼が⾼揚する機械
（３）所有することによってその⼈の社会的地位、ライフスタイル、あるいはセンスを

表現する⼿段

クルマのコンセプトとは
⼤きな時代の流れ、とくに⾃然環境、社会環境とその社会の⽂化的状況を読取り、

その中でクルマを使⽤する⼈々の⽣活における欲求に合わせて作り⼿側の意思や夢を
どのように実現して⾏くかをまとめたもの
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クルマの価値とは︖

⾃由に移動できる⼿段として、⽣活に必要な道具＋α

ドライブ レジャー

旅⾏／帰省
通勤通学配送

通院

ショッピング

クルマ

クルマを取り巻く課題

省資源・環境問題
⼈々はますますエネルギーや
環境に配慮

⾼齢化
先進国の⼈⼝動態が⾼
齢化し元気な⽼⼈も増加

少⼦化
家族のあり⽅多様化

ブランドのポータル化
ブランドの重要性が増し、商品選択
のためのショートカットを提供

⼥性化
購買意思決定における
⼥性の影響⼒の増⼤

交通事故・
渋滞問題

都市圏での交通渋滞慢性化
や減少傾向だが以前交通事
故は⼤きな社会問題

クルマ離れ
ライフスタイルの変化、
カーシェアリングやUber
などの普及
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クルマの進化の⽅向

CASEは、Connected（コネクテッド）、Autonomous（⾃動運転）、Shared 
& Services（カーシェアリングとサービス／シェアリングのみを指す場合もある）、
Electric（電気⾃動⾞）の頭⽂字をとった造語。

クルマの進化の⽅向

環境問題への対応と安全性の向上という視点から、
⾞の進化の⽅向を考えてみましょう

マツダ⾃動⾞技術
会発表資料より

抜粋

「個⼈の⾃由な移動による⽣活の充実」というビジョン実現には
⼆つのルートが考えられる。
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クルマの進化の⽅向:ルート１

⼈が⾞内でリラックスしているその裏では
クルマが完全に⾃動で運転しています。

必要となる主な要素技術

周辺環境認識技術 ⾃⼰位置認識技術 ドライバ状況認識技術
危険状況判断技術 ヒューマン・マシンインターフェース技術 ⾞両運動制御技術

マツダ⾃動⾞技術
会発表資料より

抜粋

クルマの進化の⽅向:ルート２

⼈が能⼒を発揮し、楽しく⽣き⽣きとして運転しています。その裏で
クルマはヒトとクルマの動きを把握して安全・安⼼な状態を維持します。

必要となる主な要素技術

周辺環境認識技術 ⾃⼰位置認識技術 ドライバ状況認識技術
危険状況判断技術 ヒューマン・マシンインターフェース技術 ⾞両運動制御技術

マツダ⾃動⾞技術
会発表資料より

抜粋
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クルマの進化の⽅向

⾼

低

地⽅
インフラ未成熟

全環境
⾼度⾃律型
運転⽀援

⾼速道路
運転⽀援

2020
 レベル２
 運転負担軽減・渋滞軽減

2010
 レベル０
 注意喚起、警報

2015
 レベル1
 事故回避

郊外
低速域
運転⽀援

⾼速道路
中/⾼速域
⾃動運転

都市部
低速域
⾃動運転

ク
ル

マ
とし

て
の

機
能

環
境

の
多

様
性

（
外

乱
の

多
さ

）

低

⾼
都会

インフラ成熟
専⽤レーン2030

 レベル3
 セカンドタスク許容

2040
 レベル4
 ドライバが運転に関与

しない移動・利便

Route2

Route1
都市部
全⾞速域
完全⾃動
運転

インフラから得られる情報量疎/少 密/多

マツダ⾃動⾞技術
会発表資料より

抜粋

クルマの進化の⽅向

MaaS︓
いろいろな種類の交通サービスを、需要に応じて利⽤できる⼀つの
移動サービスに統合すること （MaaS Alliance）
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⽇本版MaaSのポイント

⽇本版MaaSのポイントは３つ （国⼟交通省公共交通政策部 ⼩川課⻑補佐）
１．ユニバーサルなMaaS（MaaS相互の連携によるユニバーサル化）
地域を問わずどこでも、⾼齢者・障がい者・貧富の差も関係なく誰もが使えるユニバーサルなMaaS

２．⾼付加価値なMaaS（移動と多様なサービスの連携による⾼付加価値化）

３．交通結節点の整備などまちづくりと連携したMaaS

⽇本版MaaSは移動⼿段をつなぎ合わせるだけではなく、利⽤者視点で考えて、⼩売、医療・福
祉、観光など“他のサービス” と組み合わせる

デジタルで移動⼿段をシームレスにつなげたり、MaaSアプリを開発するなどサイバー空間の取組みだけ
では不⼗分で、例えばバス停やそこの案内表⽰が整備されていなければ利⽤者は使えない。したがっ
て、まちづくりやインフラの整備もセットで考える必要がある

⾼松市MaaS（公共交通）について（１）
⽇本におけるMaaSの現状認識
⽇本においては基本的にレベル０の段階にあるが、事業者ごとにMaaSの設定が異なり、
3つの課題がある。
① 事業者ごとに完結するMaaS⇒ツール（アプリ）先⾏・乱⽴
② 地域事業者の合意形成には「理解」と「モチベーション」が必要
③ MaaSの主たるプレイヤーは誰か︖（事業者・⾃治体・メーカー・ベンチャーなど）

⇒コーディネータとなるMaaSオペレータが必要
⾼松市における公共交通ネットワーク再構築の考え⽅

コンセプト実現へのポイント
1. ⾃治体と⺠間運航事業者との合意形成への対応
2. 将来に向けての財政負担への対応
3. 現⾏スキームの課題対応
4. 現⾏制度上の課題対応

⾼松地域は事業者（琴電など）と⾃治体（⾼松市）の
パワーバランスが取れており、合意形成や交通ネットワーク
に対するビジョン共有に基づき推進

ビジョン︓安全かつ快適で⼈と環境にやさしい都市交通の形成
コンセプト︓「多核連携型コンパクト・エコシティ」の実現

2019年8⽉29⽇に⾼松市交通政策課の伊賀⽒が発表した
「⾼松から発信する⽇本版MaaSの取組」抜粋
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⾼松市MaaS（公共交通）について（２）
⾼松市における公共交通ネットワーク再構築の今後の進め⽅（⾼松版MaaSに向けて )

ビジョン︓安全かつ快適で⼈と環境にやさしい都市交通の形成
コンセプト︓「多核連携型コンパクト・エコシティ」の実現

１．MaaS(レベル２）を睨んだ戦略的なICカード（IruCa)の更なる進化
事業間をまたぐ決済処理

２．事業者間、⾃治体の合意形成プロセスの強化
⇒⾼松版Maasオペレータの導⼊・育成

⾼松版Maasの段階的導⼊

MaaSに最適な⼟地・⾼松

他地域やJRとの連携を含めたゾーン運賃制への移⾏

オープンデータ化

2019年8⽉29⽇に⾼松市交通政策課の伊賀⽒が発表した
「⾼松から発信する⽇本版MaaSの取組」抜粋

第４章

2050年の私たちの暮らしを
豊かにするモビリティー社会とは

令和元年度四国地区⾏政管理・評価セミナー @かがわ国際会議場 2020年２⽉18⽇

2050年都市ビジョン研究会中間成果報告と内閣府Socity5.0をベースにまとめ
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2050年の「技術動向」「社会的課題」「⼈々のニーズ・価値観」

これらの将来の社会課題や技術動向を⾒据えつつ、⾃分たちが未来に
実現したいモノ・コトを⾃由に想像/創造し、将来の社会を形作ってみる

＜社会的課題＞
 ⼈⼝減少、少⼦化、⾼齢化
 労働⼈⼝の需給コントロール
 ⾷料の需給コントロール
 インフラの維持管理の限界
 エネルギーや資源の需給コントロール

＜技術課題＞
 仮想空間と現実空間の融合(Society5.0)
 ⾃動運転技術の普遍化
 AI技術の⼀般社会への浸透
 最適化問題への量⼦計算機の適⽤
 温暖化問題への解決指針(CO2対応）
 宇宙利⽤技術の進展＜⼈のニーズ・価値観＞

 モノや場所の束縛からの開放
・クルマ、家、オフィス、、、
・PC、スマホ、財布、鍵、、、
・⾔葉の壁、こころの壁、、、
 楽しく健康に⽣き⽣き暮らしたい
・⼿軽に健康維持
・好きな⾷べ物が⾃由に⼿に⼊る
・必要⼗分なお⾦がある

Society5.0とは、
サイバー空間（仮想空間）とフィジカル空間（現実空間）を⾼度に融合させたシステ
ムにより、経済発展と社会的課題の解決を両⽴する、⼈間中⼼の社会（Society）
狩猟社会（Society 1.0）、農耕社会（Society 2.0）、⼯業社会（Society 3.0）、情報社会（Society 
4.0）に続く、新たな社会を指すもので、第5期科学技術基本計画において我が国が⽬指すべき未来社会の姿として
初めて提唱された。(内閣府資料より）
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内閣府が提⽰するSociety5.0の効果

2050年⽬指すべき社会の姿(案）
2050年都市ビジョン研究会（社団法⼈ ⽇本交通計画協会）中間成果報告および内閣府作成Society5.0を基に作成

「和の社会」を取り⼊れた
Society5.0の実現

〜⼤量⽣産・消費の緩和 ／ ⾃然環境との調和〜
 ⼈⼝減少・⾼齢化が進む中で、経済成⻑を⽬指した⼤量⽣産・⼤量消費の社会から、

⼈々の⽣活の質や精神的な豊かさの向上を⽬指す⼈間中⼼の社会へ
 ⼤規模開発や環境汚染などにより、⾃然環境に⼤きな負荷をかけてしまった 社会から、

⼈と⾃然が共⽣する社会へ

CASE技術などのSociety5.0を⽣み出す要素技術の⾰新
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内閣府が提⽰したSociety5.0が実現する社会の姿

内閣府作成資料より抜粋

CASE技術が創る2050年のモビリティの姿

PwCコンサルティング合同会社 藤村 俊夫⽒発表資料より抜粋

トヨタのWoven City構想

⼈々が⽣き⽣きわくわくする⽣活環境
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まとめーCASE技術が創る2050年のモビリティの姿
広域交通は現⾏と同様、航空機及び⾼速鉄道がカバー。航空機は中⼩型が主流で⾼速化

が進む。鉄道は⻑距離がリニアモーターカー、中距離が新幹線タイプ、近距離（都市間）が在
来鉄道と類別される。

電気⾃動⾞の発展型であるパーソナルモビリティが個別交通の主流に。ITS（ ITS︓
Intelligent Transport Systems。⾼度道路交通システム）による⾃動運転で単独・
連節⾛⾏が⾃在で、⽬的・⼈数に応じた利⽤が可能。都⼼部では低速で⾛⾏し、郊外部、
農⼭漁村等へ移るにつれ⾼速⾛⾏が可能。公共シェアリングシステムだが、⾃⼰所有も可能。
⼿動運転はゲーミフィケーションが取り⼊れられたバーチャル⼿動運転か、限定された場所で
の利⽤に限られている。ドローンタイプの空⾶ぶ⾃動⾞も出現。

 個⼈移動⼿段としては⾃転⾞をはじめとする2輪のモードが存在し、移動⽤としての電動もしく
は無公害燃料バイクと健康志向・趣味（スポーツ）としての⾃転⾞やセグウェイのようなシ
ステム、さらには空⾶ぶバイクが活⽤されている。街なかでは、歩⾏者中⼼の空間が形成され
ており、徒歩もしくは歩⾏⽀援ビークルによる移動となる

 地域内の公共交通はバスや路⾯電⾞が進化した⾃動運転の⼩・中量輸送システムが基本と
なり、都市規模等に応じたより便利なネットワーク形成が可能に

まとめーCASE技術が創る2050年のモビリティの姿
広域交通は現⾏と同様、航空機及び⾼速鉄道がカバー 空機は中⼩型が主流で⾼速化

が進む。鉄道は⻑距離がリニアモーターカー 中距離が タイプ、近距離（都市間）が在
来鉄道と類別される。

電気⾃動⾞の発展型で ナル に。ITS（ ITS︓
Intelligent Transpo  転で単独・
連節⾛⾏が ⾛⾏し、郊外部、
農⼭漁村等へ が、⾃⼰所有も可能。
⼿動運転はゲーミ 限定された場所で
の利⽤に限られ

 個⼈移動 ⽤としての電動もしく
は無公害燃料バ の⾃転⾞やセグウェイのようなシ
ステム、さらに 街なか 歩⾏者中⼼の空間が形成され
ており、徒歩 る移 なる

 地域内の公共交通はバ 路⾯電⾞が進化した⾃動運転の⼩・中量輸送システムが基本と
なり、都市規模等に応 たより便利なネットワーク形成が可能に

CASE技術は、
四国最⼤の課題︓⼈⼝減少・⾼齢問題

変⾰の鍵となるのか︖

YES!
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