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名大、名工大、三重大、豊橋技科大、静岡大、大同大、豊田高専、産総研 

大学等シーズのロードマップ化＇２２年度（ 

センサー技術 電池 パワーエレクトロニクス 超軽量化 モータ リサイクル技術 

ロードマップセミナー開催＇平成２３年７月（ 
産学連携による研究会活動 

産業界とのマッチング＇２３年度（ 

電池 
＜座長＞ 
齋藤教授＇名大（ 
＜副座長＞ 

藤代研究Ｇ長 ＇産総
研（ 

セミナー＆ラボツアーによる企業向けプレゼンテーション 
 電池領域＇産総研中部センター10/5（ カーロボ・ヒューマンファクター領域＇名大10/11（ モータ・パワエレ領域＇名工大11/14（ 軽量化領域＇名大3/12、豊技大3/23（ 

次世代自動車コーディネーターによる中小企業の技術高度化、マッチング支援 
  ○サポイン等技術開発助成事業の活用 
   平成２３年度戦略的基盤技術高度化支援事業＇当初、補正（ 採択４件 
  ○大企業等の川下企業のニーズと中小企業の技術シーズとの産産マッチング   

産学連携研究会 

岡本CD 
＇電機企業（ 

◆電気システム 

木村CD 
＇有機材企業（ 
◆高分子材料 

山田副統括CD 
＇電機企業（ 
◆情報通信 

祖父江CD 
＇無機材企業（ 
◆パワエレ 

小澤統括CD 
＇無機材企業（ 
◆セラミックス 

武藤CD 
＇電装品企業（ 
◆車載部品 

杉山CD 
＇研究開発企業（ 
◆自動車 

パワエレ 
＜座長＞ 
宇治原教授＇名大（ 
＜副座長＞ 
加藤教授＇名工大（ 
平尾主幹研究員＇産総研（ 

モータ 
＜座長＞ 

小坂准教授＇名工
大（ 
 
 

超軽量化 
＜座長＞ 
石川教授＇名大（ 
＜副座長＞ 
福本教授＇豊技大（ 
原口教授＇名大（ 

リサイクル 
＜座長＞ 
藤澤教授＇名大（ 
＜副座長＞ 
市野教授＇名大（ 
小林副部門長＇産総研（ 

カーロボ・ 

ヒューマンファ
クター 

＜座長＞ 
大日方教授＇名大（ 
 

◆次世代技術開発の産学連携促進 

◆地域企業群の次世代自動車参入支援 

◆実施主体：公益財団法人名古屋産業科学研究所、一般社団法人中部産業連盟   ◆実施体制：中部地域の大学、研究機関、企業 等 

○次世代技術＇電池、パワエレ、材料等（の産学官連携の拠点化 

開発・生産力の強化                  

ＩＴＳ 
＜座長＞ 
山本教授＇名大（ 
 
 
 

エネルギー 
＜座長＞ 
北川教授＇名大（ 
 
 
 

名大 名工大 産総研 三重大 金沢大 静岡大 
豊田 
高専 

豊橋 
技科大 

岐阜大 
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産業界に発信 

愛知 
県立大 

中部大 豊田工大 

安田CD 
＇研究機関（ 
◆物性 



○次世代自動車クラスター形成に向けた「GV戦略マップ・ロードマップ」 

 中部地域の大学・研究機関の独自技術を織り込み、２０３０年までのゴールとマイルストー
ンを設定したＧＶ戦略マップ・ロードマップを作成。 

「次世代自動車クラスター形成に向けた 『ＧＶ(グリーンビークル)戦略マップ・ロードマップ』セミナー」  
 
◆平成23年7月11日（月）13:30～ 場所：名古屋大学 
◆参加者数：253名 
◆講演：全体像－  名古屋大学大学院工学研究科 石川 孝司教授 
        電池領域－ 三重大学大学院工学研究科 今西 誠之准教授  
        軽量化材料・技術領域－  名古屋大学大学院工学研究科 金武 直幸教授 
        モータ領域－ 名古屋工業大学大学院工学研究科 小坂 卓准教授 
        パワーエレクトロニクス領域－  名古屋大学大学院工学研究科 宇治原徹教授  
        リサイクル領域－ 名古屋大学エコトピア科学研究所 市野 良一教授  
        センサー領域－ 名古屋大学大学院工学研究科  渡慶次 学准教授  
◆総合討論 
 司会：名古屋大学 齊藤 永宏教授 
 コメンテータ：トヨタ自動車＇株（、三菱自動車工業＇株（、＇株（GSユアサ、三菱化学＇株（、＇株（デンソー、＇株（豊田中央研究所（ 

「GV戦略マップ・ロードマップ」 

戦略マップ・ロードマップ＇全文（掲載ＨＰ  http://www.nisri.jp/jisedai/seminar_20110711.html 

開発・生産力の強化                  
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 電池、パワーエレクトロニクス、モータ、超軽量化材料・技術、リサイクル技術、センサー技術についてマップを産業界向けに発信  



○次世代自動車地域産学官フォーラム・技術開発セミナー＆ラボツアー 

◆電池技術領域＇産業技術総合研究所 中部センター（ 
 
 
 
 
 
 

日時：平成２３年１０月５日＇水（１３：３０～ 
●「次世代蓄電池用電解質の研究開発」 産総研先進材料研究部門 研究員 濱本 孝一 氏  
●「空気二次電池等革新電池技術の開発」 三重大学大学院工学研究科准教授 今西 誠之 氏  
●「Liイオン電池の研究開発－正極活物質材料の開発と解析－」(株)豊田中央研究所 主席研究員 竹内 要二 氏  
ラボツアー 1. 電池研究施設(研究本館B棟) 
        2. セラミックス部材試作プロセス施設(連携リサーチセンター) 
        3. 有機無機ハイブリッド部材製造施設(研究本館C棟)  

 

◆カーロボティクス・ヒューマンファクター技術領域＇名古屋大学（ 
 
 

日時：平成２３年１０月１１日＇火（１３：３０～ 
●「運転行動モデル～その考え方と可能性～」 名古屋大学大学院工学研究科 教授 鈴木 達也 氏  
●「ドライバ状態推定技術についての研究動向」 名古屋大学エコトピア科学研究所 教授 大日方 五郎 氏  
●「自律型自動運転自動車の開発」 金沢大学 理工研究域 機械工学系 講師 菅沼 直樹 氏  
ラボツアー  ドライブシミュレーター研究施設(MG棟、工学部2号館)等 

◆モータ・パワーエレクトロニクス技術領域＇名古屋工業大学（ 
 

 
 
日時：平成２３年１１月１４日＇月（１３：００～  
●「レアアースレスモータの可能性」 名古屋工業大学大学院工学研究科 准教授 小坂 卓氏 
●「パワーエレクトロニクス関連材料の研究動向」 名古屋大学大学院工学研究科 教授 宇治原 徹氏 
●「モータの構造・必要な加工技術」 ＹＭＴソリューション モータ技術コンサルタント 安原 隆 氏 
ラボツアー 1．モータ性能評価用テストベンチ 
        2．電動機装置研究施設 
        3．ラップアップ＆ネットワーキング 

・セラミックス関連の製造業及び研究機関を中心に60名の参加。 

・参加者は、電池材料技術に高い関心。今後の活動では、セミナー始め、技術シーズの見
える化、ラボツアーに期待。 

・協調的安全のテーマに参加者40名。今後の活動では、セミナー等に期待。 

・セミナー参加者は76名。レアアースレス等技術開発の方向性等を得る有益な機会。 

平成２３年度３次補正 

戦略的基盤技術高度化支援事業＇サポイン（提案・採択 

開発・生産力の強化                  
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ラボツアー参加企業とのマッチング 



◆軽量化領域＇名古屋大学（ 
 
 
 
 
 
 

日時：平成２４年３月１２＇月（９：３０～ 
●「車両開発の見地からみたクルマづくりと軽量化」公益社団法人自動車技術会 技術中核人材育成委員会 渡邉 衡三 氏 
●「車両軽量化技術分野における中小部品・加工メーカーの技術開発の方向性提案」社団法人中部産業連盟 橋本 豊、野村 佳伸 
ラボツアー 1. 電池研究施設(研究本館B棟)塑性加工研究室 
        2.３次元ＣＡＤ施設 
        3.評価施設＇３次元SEM、３次元測定機等（ 
        4.実験施設＇強加工実験装置等（ 
○次世代自動車公開シンポジウム「超軽量化技術の深化をめざして」 

 
 

◆軽量化領域＇豊橋技術科学大学（ 
 
 
 
 

日時：平成２４年３月２３日＇金（１３：００～ 
●「摩擦撹拌接合技術の研究動向」豊橋技術科学大学大学院機械工学専攻教授 福本 昌宏 氏 
●「高張力鋼部材のプレス成形技術における最新研究動向」豊橋技術科学大学大学院機械工学専攻 教授 森 謙一郎 氏 
●「金属と樹脂の分子サイズでの物理的接合技術－ＮＭＴの原理と応用」大成プラス株式会社 代表取締役会長 成富 正德 氏 
●「精密アルミダイカストによる車載軽量化アプローチ」株式会社京信 専務取締役 菊池 俊明 氏 
ラボツアー  1．界面・表面創製研究室見学 
         2．極限成形システム研究室見学 

・自動車、素材、部品メーカーを始め、鉄鋼、アルミ、樹脂関連部署を中心に253名参加。 

・参加者は、加工技術や異種接合技術に高い関心。今後の活動では、セミナー始め、技術
シーズの見える化に期待。 

・セミナーには鉄鋼関連部署を中心に52名が参加、加工技術への関心が高い。今後の活動
では、セミナー等に期待。 

開発・生産力の強化                  
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○次世代自動車地域産学官フォーラム・技術開発セミナー＆ラボツアー 



○産総研本格研究ワークショップ  

 次世代自動車に関わる産総研の広範な技術シーズを、つくばセンターをはじめとするオール産総
研の立場から産業界へ提示。 

開発・生産力の強化                  

5 
◆実施主体：独立行政法人産業技術総合研究所 中部センター 

「産総研本格研究ワークショップ in 中部『次世代自動車への産総研の挑戦』」  

 開催日時：平成２４年１月３１日＇火（１３：００～１７：３０ 
 開催場所：メルパルクNAGOYA ＇名古屋市東区（ 
 参加者数：２８８名 
 

 ◆基調講演 
  「次世代自動車をめぐる技術開発について」 
   経済産業省製造産業局自動車課 電池・次世代技術室長 井上 悟志氏 
  「次世代車普及の課題とトヨタの取り組みについて」 
   トヨタ自動車株式会社 技術統括部担当部長 高橋 剛氏 
 ◆講演 
  「重希土類元素フリー磁石」 
    大同特殊鋼株式会社 事業化プロジェクト推進センター 磁性粉末製造技術開発室 森井 浩一氏 

   産総研サステナブルマテリアル研究部門／中部センター 尾崎公洋氏 

  「高性能パワー半導体による高性能電力制御」  
   産総研先進パワーエレクトロニクス研究センター／つくばセンター 山口 浩氏 

  「パワーモジュール用放熱基板」 
    電気化学工業株式会社 セラミックス研究部長 吉野 信行氏 

       産総研先進製造プロセス研究部門／中部センター 平尾 喜代司氏  

  「車載用リチウム二次電池の劣化機構解明への取り組み」 
    産総研ユビキダスエネルギー研究部門／関西センター 小林 弘典氏  

  「高効率移動体電源を目指したセラミック電池技術の開発」  
   産総研先進製造プロセス研究部門／中部センター 藤代 芳伸氏  

  「軽量金属の実用化に向けた総合技術開発」 サステナブルマテリアル研究部門／中部センター 小林 慶三氏 
 

 ◆マッチング交流会＇次世代自動車地域産学官フォーラム・パートナーズ交流会（ 
  ビジネス提案企業等の個別ビジネス相談／商談ブース、参加企業等ＰＲコーナー、参加企業間の交流 など 



開発・生産力の強化（ものづくり）                  

モータ技術領域研究会 
セミナー＆ラボツアー 

参加企業＇開発メーカー＋川下企業（と 

名工大とのマッチング 

平成２３年度３次補正 戦略的基盤技術高度化支援事業＇サポイン（提案・採択 

「レアアースレスモータ制御のためのソフトウェア実装研究」 
 新方式のレアアースレスモータ制御用のソフトウェア高度化により、ＥＶ・ＨＶ等用のモータのコス
ト削減・性能向上を図る。 
 
 

 
＜研究実施機関＞ 
(株)サニー技研、回路設計会社、名古屋工業大学 
 
＜アドバイザー＞ 
半導体製造会社、名古屋市工業研究所、自動車会社、 
部品製造会社、専門商社等 

 
 
 
 

 セミナー＆ラボツアーを契機に、企業と大学がマッチング。コーディネーターのブラッシュアップ
により、研究開発助成プロジェクトに提案・採択。 

◆産学連携プロジェクト化事例 

 

次世代自動車コーディネーター 

によるブラッシュアップ 
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グリーンビークル材料研究開
発拠点 

＜名古屋大学＞ 

窒化物半導体マルチビジネ
ス創成センター 

＜名古屋工業大学＞ 

(先端イノベーション拠点整備事業) (イノベーション拠点立地支援事業) (先端技術実証・評価設備整備等事業) 

グリーンビークル関連材料技術及び
周辺技術を結集、基礎研究から事業
化開発まで一貫したすり合わせ研究
の推進拠点を整備。 

「Si基板上のGaN結晶成長技術」をコ
ア技術として、窒化物半導体を用いた
パワーデバイスの実用化研究開発拠
点を整備。 

全国の複合材先端研究拠点との
ネットワークを構築しつつ、主に熱可
塑性樹脂を使用した複合材製造技
術の実証・評価の研究開発拠点を
整備。 

次世代複合材技術確立支援
センター（ナショナルコンポジットセンター） 

＜名古屋大学＞ 

開設：平成２３年４月 完成予定：平成２５年３月 完成予定：平成２５年３月 

大口径（8インチ化）・複数枚取りか
つ高品質の結晶成長技術・ウェハ作
製技術開発（装置開発・材料開発）、
パワーデバイスの実現に必要な要素
技術開発（デバイス開発） 等 を、
産学官が連携し、装置・材料・デバイ
ス関連企業が「一つ屋根の下型」で
研究開発を推進。 

4インチのGaN/Siウェハ 

 「創エネ」「省エネ」「軽量化」「資源循
環」「安全」の５つの領域で、１４の研
究プロジェクトを立ち上げ。 

自動車関連企業や素材、半導体、
電池、化学関連産業を巻き込んだ学
際的産学連携研究の実施。 

大型部材成形技術、耐雷、耐火・
耐炎試験評価と標準化等を、産学官
が連携して実施。複合材生産技術の
実証・評価・標準化及び人材育成を
一体的に進める。 

耐雷試験装置 

大型プレス成形機 

整備する設備のイメージ 

開発・生産力の強化                 
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名古屋大学グリーンモビリティ連携研究センター23年度実績－実施体制の確立 

材料系 連携プロジェクト システム系 連携プロジェクト 融合プロジェクト 

・革新的電池材料・技術 

・リサイクル技術 ・次世代パワーデバイス 
材料・技術 

・超軽量化材料・技術 ・安全技術・ＩＴＳ   

・次世代交通システム・ＩＴＳ 

・電子・原子スケール 
最先端計測技術研究 

・情報・システム工学系基盤研究 ・材料・化学系基盤研究 

実施 

体制 
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ソリューションプラズマプロセスによる 
高活性ナノクラスター触媒材料の開発 

溶液成長法によるＳｉＣ基板結晶育成技術の開発 協調的安全制御技術の開発 

３大学連携
プロジェクト 

自動車メーカーとの連
携プロジェクト 

素子メーカーとの連携
プロジェクト 

【実施した連携プロジェクトの例】 

開発・生産力の強化                 



○「経営者のための次世代自動車最新技術・動向講座」の実施 

 東海地域においては、平成２２年度に実施した講座を、更にテーマを広げた網羅的な内容の講座
として実施するとともに、新たに北陸地域において、企業の関心が高いテーマに絞った内容の講座
を実施。 

【実施場所】 
愛知県技術開発交流センター 

＇愛知県刈谷市（ 
【実施期間】 

 平成23年11月2 5 日～ 

           平成24年2月24日 
＇１日６時間：１０日間コース（             

【定員】４０名 

＇受講申込み者数： ８２名（ 
【受講者】４３名 

＇「概論」のみ受講 １６５名（ 
【カリキュラム】 

１．「概論」 
２．「エンジン」 
３．「モーター」 
４．「蓄電池」 
５．「車両／車体」 
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２３年度 
実施内容  

【講師】 

名古屋大学、名古屋工業大学、トヨタ自動車(株)、 

(株)デンソー、三菱自動車工業(株)、本田技研工業(株)、など 

【協力】(社)自動車技術会 
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 次世代自動車におけるビジネス

チャンスや蓄積すべき技術を見出
し、新たな展開や新分野への挑戦
に取り組む経営者等の育成を図る。 

 

 電気自動車＇三菱 i-MiEV（の分
解部品・実車を展示。 

 大手メーカーや大学の講師陣か

ら「今後のビジネスチャンスのヒン
ト」や「今後求められる技術」を習
得するとともに、講師、受講者を交
えたＰＢＬを実施。 

一部の科目について、単科目受
講可 

■運営委員会メンバー： 
名古屋大学、名古屋工業大、金沢大 
学、トヨタ自動車㈱、本田技研工業㈱、 
三菱自動車工業㈱、㈱デンソー、光精 
工㈱、北陸経済連合会など 

【実施場所】 

石川県地場産業振興センター
＇石川県金沢市（ 
【期間】 

平成23年10月14日～ 

11月22日 
＇１日６時間：５日間コース（       

【定員】４０名 

＇受講申込み者数： ８７名（ 
【受講者】４４名 

＇「概論」のみ受講 ６３名（ 
【カリキュラム】 

１．「概論」 
２．「エンジンとモーター」 
３．「蓄電池」 
４．「車両／車体」 
５．「今後の動向 課題解決
のための取組方 」 

目的  

特長  

  ６．「燃料」 
  ７．「エネルギー供給技術」 
  ８．「制御・ネットワーク技術」 
  ９．「ＩＣＴ／ＩＴＳ」 
１０．「今後の動向 課題解決 

   のための取組方」 

東海地区 北陸地区 

開発・生産力の強化                 

◆実施主体：一般社団法人中部産業連盟 
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【開催日】平成２３年８月７日＇日（ 
【場所】鈴鹿サーキット国際レーシングコース内など 
【参加者数】 ６８名 
【実施概要】 
・コンバートＥＶに関する座学講座 
・コンバートＥＶの換装体験見学及び試乗体験 
・Ｅｎｅ－１ＧＰの見学  
・鈴鹿サーキットバックヤード見学など 
【協力】三重県、 ＇株（モビリティランド、 
    (株)東京アールアンドデー 
＇参考（Ｅｎｅ－１ＧＰの概要：コンバートＥＶ、乾電池を駆動 
    電源とする車両による各種競技 

 
 
【開催日】平成２３年１１月３日＇木・祝（ 
【場所】名古屋大学 
【参加者数】 ４７名 
【実施概要】 

・「次世代自動車の最新性能や安全性とそれを
支える機械制御技術」をテーマとして基礎技術な
どの講義  
・講師と参加学生との座談会 
・日産リーフ実車展示 
【講師】(株)デンソー、日産自動車(株)、 
     トヨタ自動車(株) 

コンバートＥＶ１日講座 次世代自動車白熱講座 

 高専・大学生を対象に、コンバートＥＶの製作に必要な実践的内容と次世代自動車に関する基礎的
な技術を学ぶ講座を実施。 

平成２３年８月に鈴鹿サーキットで次世代エネルギーカーの祭典として開催された「Ｅｎｅ－１ＧＰ」に
あわせ、「コンバートＥＶ１日講座」をＥＶ作り育成の場として実施。 

  さらに、１１月に次世代自動車において重要なテーマである安全・メカトロ＇自動車制御（等に関す
る基礎技術などを学ぶ「次世代自動車白熱講座」を実施。 

○工学系学生のための「よくわかる次世代自動車講座」の実施 
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共催：名古屋大学グリーンモビリティ連携研究センター 

開発・生産力の強化                  

◆実施主体：一般社団法人中部産業連盟 
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○モビリティビジネス提案・マッチング交流セミナー 

 開催日時：平成２３年１２月１５日＇木（１３：３０～１８：３０ 
 開催場所：愛知県産業労働センター「ウィンクあいち」＇名古屋市中村区名駅（ 

ビジネス提案 
＇株（イーシーエス、イーブイ愛知＇株（、タウンＥＶ＇株（、＇株（早稲田環境研究所 
ＮＰＯ法人ＨＳＶＰ、＇財（北陸産業活性化センター 

マッチング交流会＇次世代自動車地域産学官フォーラム・パートナーズ交流会（ 
ビジネス提案企業等の個別ビジネス相談／商談ブース、参加企業等ＰＲコーナー、参加企業間の交流 など 

 次世代自動車関連ビジネスに取り組む中小・ベンチャー企業によるビジネス提案と、フォーラ
ム・パートナーズ参加企業等とのビジネスマッチングを実施。個別ビジネス提案は有益との評価
とともに、他業種の最新情報収集に期待の声。 

フォーラム・パートナーズ参加企業からのビジネス提案例 

①タウンEV株式会社 

・小型モビリティの開発、製造・
販売 

・ＥＶの試作開発＇事業者向け（ 

②株式会社早稲田環境研究所 

・超軽量小型モビリティ「ULV」の
開発 

・ビジネスモデルの開発 

ULVサイトへの
情報記載

Twitter
フォロー＆つぶやき

都心を中心にPR走行

エリア走行時間：約3時間/日

OPセレモニー
＠ヨドバシカメラ秋葉原

走行動画配信USTREAM

“ULV”×“Rumba” 環境配慮型広告カー 

③イーブイ愛知株式会社 

・コンバージョンＥＶ及び周辺機
器の開発・設計、製造、販売 

◆実施主体：一般社団法人中部産業連盟  

新ビジネスの創出                          



○東北×中部 新たなモビリティビジネス創出に向けた産学官連携交流会 

12 ◆実施主体：一般社団法人中部産業連盟  

新ビジネスの創出                          

【日時】 平成２４年２月２７日＇月（ １３：００～１８：００ 

【会場】 ＴＫＰガーデンシティ仙台２１階＇宮城県仙台市青葉区（ 
【協力】 東北経済産業局、中部経済産業局、株式会社インテリジェント・コスモス研究機構 

【後援】 東北大学次世代移動体システム研究会、名古屋大学グリーンモビリティ連携研究センター、とうほく自動車産業集積連携会議 

 東北、中部両地域の交流を通じた、次世代のモビリティシステムやビジネスの創出を目指した
交流会について、約３００名の参加を得て、本年２月開催。 

１．東北と中部の自動車関連ビジネスに取り組む３６の企業・団体によるビジネスブース出展 

  ＇小型モビリティ、コンバージョンEV、電池・電源、ＩＴ・ＩＴＳ関連等（ 

２．大手自動車・部品メーカーからの次世代に向けた取り組み紹介 

３．東北大学と名古屋大学による技術シーズ発表、産学官連携に係るトークセッション 



○車載ネットワーク、モバイル機器と連携したＩＴＳ新サービスモデル創出 

新ビジネスの創出                          

◆実施主体：株式会社IIC 

 ＩＴＳとスマートフォンが融合した次世代自動車向けの新たなサービスモデル創出に向け、デモアプリ
ケーション実証、関連企業とのビジネスマッチング等を実施。加えて、自動車用アプリケーション開発
にソフトウェアベンダー等が参入できる体制＇スマートフォンＩＴＳコンソーシアム（を整備し、ネットワー
クの拡大を図る。 

◆新サービスのコンセプト、アプリケーションをセミナー/ 

    東京モーターショー/名古屋モーターショーにて提案。 

◆「スマートフォンＩＴＳコンソーシアム」のメンバー募集を 

  開始。＇ 参画企業 ２０社程度 ３月末現在（ 

◇展示アプリ例 ＇全１０テーマ（ 
・スマートフォンＩＴＳによる交差点事故等・災害「見える化」アプリ 
 ＇活用するプローブ情報：ＧＰＳ位置情報、アクセル情報、ワイパー情報等（ 

・ドライバー漫然メーター・眠気メーター       等 
 ＇活用するプローブ情報：アクセル開度、ステアリング操舵角、ブレーキ踏圧力等（ 

名古屋モーターショー/あいちＩＴＳワールド2011 
・開催日：Ｈ２３ １２／２２～２５ 
・ソフトウェアベンダー、自動車関連企業、一般コンシ 
ューマー等の関係者からの本分野へのサービス展開 
に関する関心は高い。 
 

スマートフォンＩＴＳセミナー 
・開催日：Ｈ２３年１１月、Ｈ２４年３月 
・スマートフォンＩＴＳコンソーシアム設立に向けた情報提供を実施。 

新産業創出へ ＩＴＳ スマートフォン 
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○ＥＶコンバートサービスの実証 

 中古のエンジン車をＥＶに改造する「コンバートＥＶ」産業の創出を目指し、実証車の開発を通じた
技術課題の明確化、完成した実証車の公開による普及・啓発、事業化可能性の提示等の取り組み
を実施。 

「次世代自動車フォーラムin 北陸」の開催 

 実証車を公開するとともに、技術の詳細・将来性等を発信するフォーラムを開催 

 ・日時：平成２４年３月２日＇金（ 
 ・参加者：６２名 
 ＜内容＞ 
  ○基調講演「コンバートEVの事業化に向けて」 
     東京大学 特任教授、電気自動車普及協議会 幹事 草加浩平 氏 
  ○技術・課題紹介 
    アールアンドスポーツディベロップメント株式会社 代表取締役 山口義則 氏 
  ○コンバートＥＶ事業化研究会参加メンバーの募集 

コンバートＥＶ実証車の開発・製作 
 ＜目的＞ 

  ・北陸の企業によるコンバートＥＶ実用化の可能性＇性能、価格等（の検討 

  ・技術課題の抽出及び解決方法の提案 
  
 平成23年10月完成 
 北陸技術交流テクノフェア＇開催日：１０月２０日～２１日、場所：福井県産業会館（にて公開、試乗会開催 

 

  自治体や大学との連携によるコンバートＥＶの普及啓発  

11 （次世代自動車） （次世代自動車） 14 新ビジネスの創出 

実施主体： 一般財団法人北陸産業活性化センター、北陸経済連合会 
14 



○都市におけるモビリティ利活用のための構想策定 

“モビリティ首都ナゴヤ”のあるべき姿＇世界最先端のショーケース（のアイデアを提案 

バックキャスト型＇構想から、技術・サービス開発、実証のロードマップを整理（ 

ステップｂｙステップによる実社会への適用＇研究開発→実証→社会展開（ 

＜エリア・シーン＞  

  名古屋駅を核に    

  ・周辺回遊エリア 

  ・近距離の市内拠点エリア 

  ・中距離の市内環状エリア 

  ・遠距離の中部国際空港、 

  中核都市エリア 

＜コンセプト＞     

・防災 

・交通事故ゼロ        

・ＣＯ２ゼロ 

・渋滞、駐車 

・観光／ビジネス 等 

＜モビリティツール＞     

 ・動く歩道        

 ・パーソナルモビリティ 

 ・ＬＲＴ               等 

＜モビリティシステム＞     

 ・ＩＴＳ 

 ・シェアリング 

 ・ゾーン規制        

 ・課金、インセンティブ 

             等 

× × 

ナゴヤの抱える課題 
クルマの抱える課題 

名駅地区街づくりガイドライン 
名古屋都心ビジョン2030 等 

・当地域のまちづくり・交通事情の特徴 

 ＇都市側のニーズ（ 
・未来のモビリティや交通等の機能 

 ＇技術・サービス側のシーズ（ 
・利活用シーンに応じた展開メニュー 

名大グリーンモビリティ連携研究センター＇リーダー：森川高行教授（を中心とした産学連携により、構
想策定に向けた検討を実施。 

15 ◆実施主体：一般社団法人中部産業連盟  

スマートコミュニティ形成                           

○フォーラム・ビジネスセミナー ～都市における次世代モビリティ活用に向けて～ 

中部地域が世界に先駆けて目指すモビリティ社会、まちづくり、ライフスタイルを示し、次世代モビリティ社会に向
けた産学の識者によるセミナーを開催。次世代モビリティのサービスモデル創出に関心。 

日 時 ： 平成２３年１０月２１日＇金（１３：１５～１６：４５ 

 

場 所 ： ポートメッセなごや＇名古屋市国際展示場（３号館 

         ＇「ＴＥＣＨ Ｂｉｚ ＥＸＰＯ２０１１」との同時開催（  

プログラム： 
「次世代グリーンモビリティのリーディングエッジを目指して」 
    名古屋大学グリーンモビリティ連携研究センター 教授 森川高行 氏     

「近距離移動体セグウェイを活用したサービスモデルの開発」 
    セグウェイジャパン株式会社 取締役 秋元 大 氏 

「天津エコシティーに見る中国版スマートシティー建設」 
    株式会社三井住友銀行 グローバル・アドバイザリー部部長＇中国担当（ 伊藤貴夫 氏 

  



○豊田市低炭素社会システム実証プロジェクト 
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スマートコミュニティ形成                           

 

 

 

 

 

• HEMS等、実証に必要な宅内システムの各種構成機器・設備の開発、導入、実証住宅の分譲・販売開始。 

• EDMSの開発、生活者のエネルギー利用データ取得等、実証開始。 

• 蓄電・蓄熱EMS周辺システム機器開発、管理・制御システム構築。 

• TDMSおよび周辺システム＇モビリティシェア、充電システム等（の設計、開発、一部実証開始。  等                     

 

 

 

 

２３年度の成果概要 

 生活者の行動動線に沿って、暮らしの核となる「家庭内」から「移動」「移動先」、更にそれらを
統合した「生活圏」全体を捉えて、社会全体でのエネルギー利用の最適化を目指す。 

○中部ＦＣＶ水素供給インフラ整備推進会議 

 当地におけるＦＣＶ水素供給インフラ整備推進を図るため、「中部ＦＣＶ水素供給インフラ整備推
進会議」において検討を実施。 

座 長：名古屋大学 経済学部 教授 西村眞 

構成員：トヨタ自動車、東邦ガス、ＪＸ日鉱日石エネルギー、岩谷産業、 

            大陽日酸、日産自動車、本田技研工業、豊田通商、 

            愛知県、岐阜県、三重県、名古屋市、豊田市、中部経済産業局 

•    平成２３年度、計２回の推進会議を実施。関係者間で規制緩和や国プロ等技術開発状況・スケジュール感 
     の共有、および地域における支援策あり方を検討。 

•    参画自治体＇愛知県、名古屋市（担当者向け説明会を実施。 

２３年度の成果概要 

http://www.teitanso-toyota-city.com/index.html
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スマートコミュニティ形成                           

○中部充電インフラ普及コンファレンス  

• コアメンバー会合の開催：コアメンバーにより情報交換を実施、充電インフラ導入促進策を検討。 

• 全体会合・セミナーの開催：ビジネスモデル検討のための、セミナー・交流会を開催。 

• 電気自動車充電器マップの公開：ウェブサイトで充電インフラ所在情報を発信。 

• 電子メールによる支援制度その他の情報提供を実施。 

 当地におけるＥＶ・ＰＨＶ用充電インフラの普及促進のため、「中部充電インフラ普及コンファレン
ス」を運営。 

メンバー：コアメンバー１３機関＇中部経済産業局、愛知県、岐阜県、三重県、富山県、石川県、名古屋市、富山市、豊田市、 
        浜松市、豊橋市、飯田市、岐阜市（ 
        企業・団体メンバー１４９機関＇１５６部署（ ＇２０１２年６月時点（        

２３年度の成果概要 



◆フォーラム・パートナーズの登録状況 

フォーラム事業活用状況＇WEBアンケート結果より（ 

地域の産学官が情報共有・人的交流を推進・拡大する場として、「フォーラム・パートナーズ」を創設。
約４７１機関が参加＇平成２４年６月２５日現在（。 
セミナー、メルマガ・ＨＰの情報提供事業のほか、人材育成講座が多く活用されており、技術
の高度化、事業化やネットワーク形成等への効果が得られている。 

フォーラム事業活用による効果 

活用事業の内訳 
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パートナーズ機関 地域構成 

中部地域以外からの 

参画は13％ 

自動車車体 
1% 

自動車部品 
34% 

自動車関連

素材 
5% 

工作機械 
3% 

その他製

造業 
14% 情報関連 

6% 

商業サービ

ス業等 
17% 

金融関連 
3% 

官公庁（含

産業支援機

関等） 

12% 

大学・研究

機関 
5% 

製造業からの参画は57％ 



次世代自動車地域産学官フォーラム 

平成２４年度 行動計画 

平成２４年６月２６日 
中部経済産業局 

資料２ 



次世代自動車産業振興の取組全体像 

1 

次世代自動車地域産学官フォーラム 

１．開発・生産力の強化 
＇技・人（ 

２．新ビジネスの創出 
＇サービス・モノ（ 

・技術開発力、人材供給力の強化 

・次世代自動車拠点の整備 

・電動化・ＩＴ化を先取りする新ビジネスの創出 

・モビリティビジネス環境の整備 
・実証の推進を通じた社会ニーズの取り込み 
・各種インフラ整備の推進 等 

・モビリティビジネス環境の整備、実証の推進 

－２０３０年頃の地域の社会的課題や市民ニーズに対応した次世代モビリティシステムの
デザイン 

－小型EV活用によるシェアリングサービスのビジネス化可能性検証 

・「家庭・コミュニティ型」低炭素都市構築実証プロジェクト＇豊田市、 民間企業等２６団体（ 

・中部充電インフラ普及コンファレンスを通じた普及加速 

・中部ＦＣＶ水素供給インフラ整備推進会議を母体とした整備推進 

・ユーザーニーズに即した地域発モビリティビジネスの創出 

－協業を通じたモビリティ関連ビジネス創出 

－国内外への情報発信  
・技術開発力の強化、次世代技術の産学連携拠点化 

－研究開発シーズと産業界とのマッチング 

 ＇提案型コーディネートによる技術開発プロジェクト
化、企業向けプレゼンテーション、セミナー＆ラボツ
アー、研究機関の連携体制構築 等（ 
－中小企業と大手メーカーとのマッチング商談会 

－名大グリーンモビリティ連携研究センター、名工大
窒化物半導体マルチビジネス創成センター等との連
携 等 
・人材供給力の強化 

－中小企業技術担当役員向け次世代自動車講座の
実施 

－工学系学生・若手技術者向け次世代自動車講座
の実施 

３．スマートコミュニティの形成 
＇社会実証・インフラ整備（ 

＇世界最強の次世代自動車クラスター形成のため地域が一丸となって活動（ 

４７１機関が参加（平成24年6月25日現在） 

 
パートナーズ 

（地域の産学官が情報共有・人的交流を推進する場） 
 

【座  長】名古屋大学 宮田隆司審議役 
【産業界】インターネットＩＴＳ協議会、(株)ヴィッツ、小島プレス工業(株)、コマツＮＴＣ(株)、スズキ(株)、 (社)中部経済連合会、 
      (株)デンソー、東レ(株) 、トヨタ自動車(株)、豊田通商(株)、光精工(株)、北陸経済連合会、本田技研工業(株)、三

菱化学(株)、三菱自動車工業(株)、ヤマハ発動機(株)  （全１６機関） 
【学  界】名古屋大学、名古屋工業大学、産業技術総合研究所中部センター 
【行   政】富山県、石川県、岐阜県、愛知県、三重県、浜松市、名古屋市、豊田市、経済産業省中部経済産業局 

 
推進会議 

（フォーラム活動に係る地域の合意形成、意見交換を実施） 
 

名大グリーンモビリ
ティ連携研究センター 

拠 点 



○研究開発シーズと産業界とのマッチング 

2 

地域企業群の次世代自動車参入・新規事業創出支援 

次世代自動車分野のイノベーション拠点形成 

開発・生産力の強化                 

研究機関の研究シーズと産業界のニーズをつなぎ、産学連携プロジェクト化を支援 

 ・次世代自動車コーディネーター 

 ・セミナー＆ラボツアー  

 ・有力企業向けプレゼンテーション  

 ・研究機関の連携体制構築 等 

◆産学官連携による研究開発の促進 

自動車産業及び研究機関の集積を活用した産学・産産のマッチングを広域的に展開し、次世代自動
車分野における新事業創出を図る。 

◆地域中小企業と大手メーカーとのマッチング支援 

産学連携研究会 
 
 
 
 

金沢大、岐阜大、静岡大、名古屋大、名古屋工業大、豊橋技科大、三重大、愛知県
立大、豊田高専、中部大、豊田工大、産総研 

電池 パワーエレクトロニクス 

カーロボ・ヒューマンファクター 

超軽量化 モータ 

リサイクル ＩＴＳ エネルギー 

大規模産学プロジェクト、中小企業向けプロジェクト＇サポイン等（の形成 
地域企業の最新技術と大手メーカーのニーズとのマッチング 

中小企業の優れた技術を域外の大手カーメーカーに紹介し、新規取引の開拓を支援 

・「新技術・新工法展示商談会」（岐阜県・愛知県・三重県） 



研究機関の研究開発ビジョン・シーズの見える化を行い、共同で情報発信・産学マッチングを行うこと
により、当地発の研究開発プロジェクトの形成を促進。 

○次世代自動車関連研究機関の連携による共同情報発信・産学マッチング 

プロジェクト形成に向けた情報発信・産学マッチング 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

次世代自動車
コーディネータ 

 
対象技術領域
の拡充（組込み
システム等） 
 
大学・研究機
関のコーディ
ネーターとの連
携 

企業向け 
プレゼンテーション 

 

大手サプライヤー等有
力企業向けに研究開
発シーズを紹介するプ
レゼンテーション会を
開催 

次世代 
モビリティフォーラム 
＇TECH Biz EXPO 2012（ 

 

国際見本市の場を活用
し、展示やセミナーと
連動したリアルな情報
発信を実施 

大規模産学プロジェクト 
中小企業向けプロジェクト＇サポイン等（の形成 

開発・生産力の強化                 

実施主体 ：公益財団法人名古屋産業科学研究所  

地域の研究開発シーズの見える化 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

次世代自動車関連研究機関(５機関※)

がとりまとめた研究開発ビジョン・
技術シーズマップを広く情報発信 

※名古屋大学グリーンモビリティ連携研究センター 
 名古屋工業大学次世代自動車工学教育研究センター 
 豊橋技術科学大学未来ビークルシティリサーチセンター 
 豊田工業大学スマートビークル研究センター 
 産業技術総合研究所中部センター 

セミナー・ラボツアー 
 

最新の研究開発動向
等を紹介 

・開催日：平成24年11月28日(水) 
              ～30日（金） 
・場  所：ポートメッセなごや 
       （名古屋国際展示場）   
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4 開発・生産力の強化（ものづくり）                 

 地域中小企業の優れた新技術・新工法を域外の大手メーカー向けに紹介し、新規取引
の開拓及び広域的な受注機会の増大を図る。 

○地域企業と産業界とのマッチング 

 実施主体 ： 公益財団法人岐阜県産業経済振興センター、公益財団法人あいち産業振興機構、 
           公益財団法人三重県産業支援センター 

「新技術・新工法展示商談会」（岐阜県・愛知県・三重県） 
   高度なモノづくり基盤技術を担う地域の中小企業の優れた新技術・新工法を、他地域の有力な 
  企業グループ（大手自動車メーカー及びその関連企業）の開発・設計、生産技術、調達等の担当 
  者に直接紹介する展示商談会を開催し、広く新規取引の開拓を支援。 
  

 ＜開催概要＞ 
 ・時期：平成２５年２月予定 
 ・参加企業数：約１００社 
 ・対象企業：自動車の軽量化、原価低減など高付加価値化が期待 
           できる優れた技術力及び提案力を有し、自動車産業 
           への新規参入や受注拡大を図ろうとする中小企業等 
            ※自動車関連技術以外の分野からの出展も可 
    ・出展内容：鋳鍛造、鍛造、素材、材料、金属加工、金型 

       プレス板金、溶接、表面処理、樹脂、ゴム、電気 
       電子、機械設計、設備装置等 
 
         
        
         
   
 
 
 
 
 

「岐阜県・三重県『新技術・新工法展示商談会』」 

＇平成２４年２月１０日開催、場所：三菱自動車工
業＇株（岡崎技術センター（ 

次世代自動車コーディネーターによる事前のブラッシュアップ 



名古屋大学グリーンモビリティ連携研究センター2４年度目標 －連携の拡大と国際展開 
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中小企
業支援 

国際
展開 

人材
育成 

産学官
連携 

中小企業支援ネットワー
ク強化事業の支援機関と
して地場の企業を支援 

海外の次世代モビリティ
研究開発拠点とMOU締
結 

グローバル人材育成の
ためのG30などの複数の
プログラムを活用 

知の拠点や名大の有
する最先端拠点との連
携による開発力の強化。 
別棟に約700㎡増床。 

 

世界に開かれ地域に
貢献する産学官連携
研究開発拠点の実現
を目指して 
 

わが国の自動車産業
の集積地から世界の
次世代モビリティの発
信拠点へ 

 

開発・生産力の強化                 



①次世代自動車・自動車産業全体の動向・技術に関する知識の向上 
②生産・開発現場の技術者を講師とする実践的な講座 
③若手技術者に対する再教育  【開催地域】東海地区６日間程度 
④大学の強みを活かしてテーマ毎に各大学が連携して実施 

次世代自動車への取組みの具体化を促進するため、受講者は技術開発担当
役員とする。 【開催地域】東海地区４日間程度・北陸地区２日間程度 

◇工学系学生・若手技術者のための次世代自動車講座＇仮称・案（ 

次
世
代
自
動
車
産
業
立
地
基
盤
の
確
立 

人材基盤の確立 

中部地域次世代自動車産業活性化のための人材養成事業 

産
業
構
造
の
転
換
・人
材
供
給 

○技術担当役員のための次世代自動車最新技術・動向講座＇仮称・案（ 

開発・生産力の強化                 

成長分野として期待される次世代自動車分野について、将来を担う学生や現場でのリーダーとなる
技術担当役員を対象として次世代自動車の最新技術・動向に関する講座を実施。 

○次世代自動車産業活性化のための人材養成事業 

実施主体： 一般社団法人中部産業連盟 
6 

経営者向け次
世代自動車講
座の実施＇平成
２２・２３年度（  

目的：次世代自
動車のビジネス
への参入促進 

＇経営戦略の構
築（ 

学生向け次世
代自動車講座
の開催 
＇平成２３年度（ 

目的：次世代自
動車に対する関
心の惹起 等 

企業 

大学 

ﾌﾟﾚ講座 第１回 第２回 第３回 第４回 最終回 

○○大学 

概論
車体 

□□大学 △△大学 ☆☆大学 ◇◇大学 
鈴鹿サー
キット 

案 

モータ・ 
エンジン 

電池 制御・
ＩＴＳ 

工場見 
学・グル 
ープ討議 

EV 



◆実施主体：一般社団法人中部産業連盟、社団法人石川県情報システム工業会  

モビリティ利用関連ビジネス 
 

新ビジネスの創出                         

○地域発モビリティビジネスの創出 

スマートフォンＩＴＳサービス 
 

スマートハウスビジネス 
 

スマートフォンＩＴＳプラットフォーム 
による共有構造 

スマートフォンＩＴＳコンソーシアム活動と連携しながら、ア
プリケーション開発企業による新サービスの展開及び新
規参入促進を図る取り組みを支援。 
ITS世界会議東京2013を見据え、スマートフォンＩＴＳ等中
部地域のＩＴＳに関する取組みの発信を支援。 

カー用品小売、チェーンストア、自動車総合サービス等の各
大手事業者が把握するユーザーニーズを、地域の中堅・中
小企業に展開＇セミナー（し、ビジネス創出を支援。 

ニーズ対応のテーマ別ビジネス提案とマッチングのための
ワークショップにより、モノとサービスによるビジネスの事業
化を支援。 
例（小型ＥＶビジネス、充電・蓄電ビジネス、アフターパーツビジネス 

利用ニーズ 

モビリティユーザー＇事業者、個人（ 

ニーズ情報 

地域中堅・中小企業＇アイデア、事業（ 

大手サービス事業者＇マッチングコーディネート（ 

ビジネス提案 

ビジネス展開 

スマートハウス分野に参入意欲のある企業発掘、事業アイデア、技術等提案と活用ニーズのマッチングセミナー。 

ホームネットワーク等のスマートハウス関連技術シーズの、地域中堅・中小企業におけるビジネス展開のための
勉強会。 

ユーザーニーズに即した提案・マッチング型によるモビリティビジネス創出支援 

自動車産業に新たな付加価値をもたらすモビリティ関連ビジネスについて、ユーザーニーズを捉え
つつ、異業種連携ネットワーク構築を通じたビジネス創出支援やビジネス分野間の協業を促進。 

7 



8 

○コンバートＥＶ産業化への取組み 

コンバートＥＶ実証車を活用したプロジェクトの形成により、北陸地域における新たなモビリティビジ
ネス創出を図る。 

研究会・コンソーシアムの構築 

  平成２３年度に行ったコンバートＥＶ実証車の開発・製作によって明らかになった技術課題につい
て、要素技術の開発、課題解決等を具体的に実施。 

成果発表セミナーの開催 

  研究会の成果を発表する場、意見交換の場としてセミナーを開催  

11 （次世代自動車） （次世代自動車） 8 新ビジネスの創出 

実施主体： 一般財団法人北陸産業活性化センター、北陸経済連合会 

コンバートＥＶ事業化研究会組織図 

国 
自治体 
大学 

支援機関 
等 

プロジェクトⅡ 
部材加工 

 
 
 

プロジェクトⅢ 
配線、電装品開発 

プロジェクトⅠ 
モーター開発 

プロジェクトⅣ 
車検、実証車改良 
 
 
 

事務局 ： 北陸産業活性化センター 
      北陸経済連合会 

アドバイザー：東京大学教授・ＡＰＥＶ幹事 草加浩平氏 

参加メンバー 
・プロジェクトに参加し、自社技術による課題解決を図る 
・課題解決に有用な情報提供、企業の紹介 
・情報交換 
・プロジェクト成果の採用、活用に関する提案 
・ビジネスモデルの提案・ 

プロジェクトⅤ 
事業化推進検討 
市場性、安全性等 

8 



○地域社会の課題や市民ニーズに対応したモビリティビジネス環境の整備 

２０３０年頃の地域社会における社会的課題や市民ニーズに対応した次世代のモビリティシステム
をデザインし、ものづくり・サービス両面からのアプローチにより、新たなモビリティビジネスの創出と
ビジネス環境の整備を目指す。 

スマートコミュニティの形成 

◆実施主体：一般社団法人中部産業連盟、国立大学法人名古屋大学  

○小型ＥＶ活用によるシェ
アリングサービスのビジ
ネス化可能性検証 

小型ＥＶの活用ニーズの高まりが
予想されるものの、現行法令では
公道走行できない立乗型電動二輪
車について、公道に近い環境を
フィールドとして、ユーザーの潜在
的な利用ニーズ把握や使われ方
のデータ収集等から、将来のビジ
ネス化の可能性を検証。 

 ・ＩＴ等を活用したシームレスマルチモーダル    ・低炭素・省エネルギーな交通システム 

 ・災害時に活用できるモビリティ            ・高齢者・外国人も安心・安全に移動できるシステム 

 ・世界に注目されるショーケース                                                                          等 

２．具体的展開メニューとロードマップの策定 

 技術・サービス側のシーズ 

プローブ、ＩＣＴとクルマの連携、自動運
転＇車車間・路車間（、パーソナルモビリ
ティ＇ラストワンマイル（、シェアリング・・・ 

 都市側のニーズ 

 低炭素・省エネ、防災機能向上 
 道路空間の活用＇規制と規制緩和（ 
 超高齢化社会 
 リニア開業と都市再開発 
 賑わい、文化機能の充実 
        ・ 
        ・ 
        ・ 

技術・サービス側のシーズ 

都
市
側
の
ニ
ー
ズ 

展開メニュー：ニーズとシーズがマッチ
するモビリティ技術 

時間軸整理：技術レベルの実現年を
踏まえ、段階的に整理 

 地域・利活用シーンに即した展開メニュー 

 大都市、地方都市、郊外、観光地・・・ 
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１．モビリティ構想コンセプトの策定 
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上挙母駅 

土橋駅 
三河豊田
駅 トヨタ自動車㈱本社 

国道
248号 

国道
301号 

東山地区  

 実証用住宅28戸 

豊田市駅 

高橋地区  

 実証用住宅39戸 

低炭素社会ﾓﾃﾞ
ﾙ地区1.7ｈａ 

FCバス路線 

自動車蓄電
池から家庭に
電気を供給 

スマートハウス 

 

 実証地区は豊田市外近郊の戸建住宅集合地、移動手段は車が主。 

 実証の対象規模は住宅67戸。住宅には太陽光発電に加え、燃料電池・ヒートポ

ンプ、次世代自動車をセットで導入。 

 次世代自動車＇EV/PHV/FCV（やバス等を合計約4,000台導入。 

 HEMSによる家電の制御やデマンドレスポンスを実施、エリア間の統合EMSでマ

ネージ。 

 CO2目標＇豊田市全体（；2030年までに＇05年比（▲30％。本プロジェクトでは05年

比家庭▲20％、交通は30年までに▲40％。 

 平成22年度から5年間の総事業費228億円。＇マスタープラン策定時（ 

 平成23年12月に「地域活性化総合特区」に指定。実証事業における規制緩和関

連項目について特区制度を活用。 

事業概要・規模 

 暮らしの中で、大規模に車の使い方を実証。VtoH＇次世代自動車

から家庭内へエネルギー供給（を実施し、家庭用蓄電池や非常時

の電源機能を実証。＇将来的にはVtoGも視野に入れる（ 

 次世代自動車の走行データから、車載蓄電池の劣化や充電器の

最適配置スケールを検証。 

 また、プローブ情報＇車載器から走行情報を収集（を収集、分析し

交通流改善などの交通社会実験も実施。 

 次世代自動車の購入補助や基幹バス路線への燃料電池バス

＇FCHV（の導入、小型モビリティの実証も実施。 

実証事業の特徴 

生活者の行動動線に沿って、暮らしの核となる「家庭内」から「移動」「移動先」、更にそれ
らを統合した「生活圏」全体を捉えて、社会全体でのエネルギー利用の最適化を目指す。 

○ 豊田市低炭素社会システム実証プロジェクト 
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◇平成２４年度 
「次世代エネルギー・社会システム実証事業費補助金」他により以下の項目を実施予定 
   ①実証用住宅分譲と、実証用機器の導入/実証を引き続き実施 
  ②ＥＤＭＳ＇Energy Data Management System（の実証による実データの解析およびシ 
   ステム開発にフィードバック。 
  ③蓄電・蓄熱ＥＭＳ周辺システム機器の調整、実証実験開始。 
   ④ＴＤＭＳ＇Traffic Data Management System（とその周辺システム＇ワンマイルモビリ 
   ティシェア、ＦＣバス、スマート充電システム等（の設計/開発/実証を実施。 
  ⑤低炭素社会モデル地区「とよたEcoful Town」＇取組の見える化拠点（の整備  等 

◇活動内容 
 ①家庭内エネルギー利用最適化 
 ②低炭素交通システムの構築 
 ③商業・公共施設等のエネルギー利用最適化 
 ④生活者の行動支援、社会全体のエネルギー利用最適化 

○ 豊田市低炭素社会システム実証プロジェクト 
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実施主体：豊田低炭素社会システム実証推進協議会 
実施体制：豊田市＇会長（、トヨタ自動車＇副会長（、愛知県、アイシン精機、エナリス、KDDI、サークルKサンク
ス、 シャープ、新明工業、住友電工、セコム、セック、中部電力、デンソー、東芝、東邦ガス、 豊田自動織機、豊田
商工会議所、トヨタすまいるライフ、豊田通商、トヨタホーム、ドリームインキュベータ、中日本高速道路、名古屋大
学、名古屋鉄道、日本政策投資銀行、日本ヒューレット・パッカード、日立製作所、富士通、三菱商事、矢崎総業、
ヤマト運輸、ヤマハ発動機＇平成２４年６月現在（ 

スマートコミュニティ形成                           
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◇平成２４年度 
中部ＦＣＶ水素供給インフラ整備推進会議の開催（平成２４年６月に第４回、以降適宜開
催） 
  ・当地におけるインフラ整備重要地域におけるステークホルダーへの情報提供の在り方、 
  自治体等による支援内容の検討 
 ・ＦＣＶ水素供給インフラ認知度向上活動の検討・実施    

座長：名古屋大学 経済学部 教授  西村 眞 
構成員：民間＇トヨタ自動車、本田技研工業、日産自動車、東邦ガス、ＪＸ日鉱日石エネルギー、岩谷産業、大陽日酸、豊田通商（、 
               行政＇愛知県、岐阜県、三重県、名古屋市、豊田市、中部経済産業局（ 
事務局：東邦ガス、ＪＸ日鉱日石エネルギー、中部経済産業局 

○ 燃料電池自動車＇FCV（の普及に不可欠な水素供給インフラの普及を促進 

 当地におけるＦＣＶ用水素供給インフラ整備を推進するため、ＦＣＶの初期需要創
出とこれを可能とする水素供給インフラの普及戦略の検討を開始。 

 

初期のＦＣＶ需要の効果的な創出＇市場創設（の検討  

２０１５年ＦＣＶ普及開始に向けた水素ステーション先行整備＇社会実証（計画の策定 

将来の商用水素ステーション整備の在り方検討 

平成２３年１月、自動車メーカー３社とエネルギー事業者１０社が、４大都市圏を中心として、平成
２７年にＦＣＶ量産車の市場導入と、平成２７年までに１００箇所程度の水素供給インフラ先行整備
を目指す共同声明を発表。これを受け、当地におけるＦＣＶ水素供給インフラ整備推進母体として、
「中部ＦＣＶ水素供給インフラ整備推進会議」を発足＇平成２３年２月（。 

規制緩和の進展や国プロ等技術開発成果を踏まえ、以下の事項について検討する。 
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スマートコミュニティ形成                           



◇活動内容 
 ・自治体の取組事例情報の共有、課題解決検討 
 ・民間における先進事例＇課題解決（情報の共有 
 ・技術的課題、ビジネス上の課題の認識共有 
 ・国の充電インフラ推進施策情報の提供・支援制度活用促進 等 
 
 
 
 
 
 
 
 

◇平成２４年度・コアメンバー会合：情報交換・促進策検討 
       ・全体会合：ビジネスモデルの検討に役立つセミナー・交流会の開催 
           ・ウェブサイトでの充電インフラ所在情報の充実及び発信 
           ・電子メールによる支援制度その他の有用な情報の提供   などを計画 

平成２２年５月、中部経済産業局の呼びかけでＥＶ・ＰＨＶ用充電インフラの 
 普及を促進するため『中部充電インフラ普及コンファレンス』を設立。 

中部５県と賛同都市で構成するコアメンバーとともに、広く企業、団体等の民間メンバー
＇電力会社、自動車メーカー、充電器メーカー、石油元売・ＳＳ、コンビニ、住宅・建設等（
の参画を募り、官官、民官、民民で連携し、中部地域での充電インフラの普及を加速化。 

○ 次世代自動車の普及に不可欠なＥＶ・ＰＨＶ用充電インフラの普及促進 

実施主体：中部充電インフラ普及コンファレンス 
メンバー：コアメンバー１３機関＇中部経済産業局、愛知県、岐阜県、三重県、富山県、石川県、 
        名古屋市、富山市、豊田市、浜松市、豊橋市、飯田市、岐阜市（ 
        企業・団体メンバー１４９機関＇１５６部署（ ＇２０１２年６月時点（ 
        ウェブサイトで参画募集 http://www.chubu.meti.go.jp/sie/chiyuden_conference/chiyuden_conference.htm 
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次世代自動車産業創出に向けた自治体等の取り組み＇東海（ 

岐阜県 

三重県 

愛知県 

名古屋市 

○「ＥＶ・ＰＨＶタウン」 
 公用車の率先導入、家庭用充電インフラの整備等を推進。 

○「次世代自動車シンポジウム・ニューモビリティ博覧会2012」 
 小型ＥＶや自動走行実験車の走行実証、展示等 

○次世代自動車先端技術研修 
○「知の拠点」 
 シンクロトロン光技術を活用した部品・材料の新機能開発を目指し、 
産学官共同研究拠点を整備 

○中小企業次世代産業参入ナビゲート事業 
 次世代自動車部品に係る技術課題の明確化に向けたセミナーの開催 

○「新あいち創造研究開発補助金」 

三遠南信 

○地域と共に創る電気自動車等を
活用した低炭素社会モデル事業 

  様々な主体による、ＥＶ等を活用した
地域づくりや観光を考える地域協議会
の支援、及び行動計画の作成支援 

○自動車関連技術高度化支援事業 
 自動車の軽量化・省エネ等に向けた
研究会、及び川下企業と県内企業の
技術交流会等の開催 
○自動車軽量化技術等開発事業 

 研究会と連携した県内中小企業の技
術開発支援等 
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豊田市 
○「『家庭・コミュニティ型』低炭素都市構
築実証プロジェクト」 

 国内外に普及する地方都市型低炭素社会
システムの構築に向けた実証を推進 

  

「新技術・新工法展示商談会」 
＇岐阜県・愛知県・三重県（ 

○「ＥＶ・ＰＨＶタウン」 
 ＥＶ・ＰＨＶ活用モデルの構築やマンション 
や戸建て住宅への充電コンセントの導入を推進。 
・電気自動車用充電インフラの導入支援 
・低公害車普及促進支援 
・普及啓発イベントや試乗会の開催 等 

○岐阜県次世代自動車推進協議会 
 「岐阜県ＥＶ・ＰＨＶタウン推進マスタープラ
ン」に基づき、ＥＶやＰＨＶの普及促進と関連産
業の育成に向けた取組を実施。 

○次世代自動車産業部品研修会 
 部品等の機能・構造を学び、新たな研究開発や
課題解決のための研修会の開催を予定。 

○「ぎふ技術革新センター」 
 先端加工、金属材料研究等に係る加工機械、試
験機器等を整備した産学官共同研究拠点。 

○研究開発の促進 
 部材軽量化、燃料電池、シリコンカーバイド超
硬工具、プラズマ技術等の開発（名古屋市工業研
究所、名大、名工大、企業等による共同研究） 

○講演会・セミナーの実施 
 名古屋市工業研究所にて次世代自動車関連の講
演会等を実施 

  

○次世代輸送用機器産業クラスタープロ
ジェクト（三遠南信） 
 次世代自動車の技術動向に係るセミナー・ 
 シンポジウムや大手メーカとのマッチング 
 会を開催 

○次世代環境車社会実験協議会(浜松市） 
 走行実験、共同研究、インフラ整備 等  
○E－KIZUNAサミット(浜松市） 
 EV等の普及を目的とする企業、自治体連携 



次世代自動車産業創出に向けた自治体等の取り組み＇北陸（ 

石川県 富山県 

○いしかわ次世代産業創造ファンド 
・基金総額130億円、運用期間５年間、
運用益約１億円／年 
・炭素繊維、航空機を中心に次世代産
業創造に向けた研究開発を支援 

○「いしかわ次世代産業創造支援セ
ンター」 
 炭素繊維の一大生産拠点形成を目指
す産学官の共同研究拠点を整備 

○次世代自動車関連ビジネス研究会 
 大手メーカーの技術ニーズ把握や事
業化に向けた課題の明確化に向けた研
究会（電気関係部品、自動車部品、電
源関係装置・システム）を実施 

15 

金
沢
工
業
大
学 

も
の
づ
く
り
研
究
所 

石
川
県 

中
部
産
業
連
盟 

研究開発 

いしかわ次世代 
産業創造支援 
センター 

平成21年～23年 基礎的知見・試作 
＇熱可塑性ＣＦＲＰプリプレグシートの開発（ 

いしかわ炭素
繊維クラスター 

いしかわ 
次世代産業創造 

ファンド 
 

平成23年3月 
世界最大の複合材料国際見本市に 
試作品展示 

平成23年度 戦略的基盤技術高度化支援事業 

人材育成 

 
・自動車分野の人脈が希薄でアプ
ローチできない。 

・ＨＶ、ＥＶ、ＦＣＶ等の今後の動向を
把握したい。 

課題・要望 
平成23年度 

経営者のための
次世代自動車最
新技術・動向講座 

一村産業＇株（、平松産業＇株（等 

部品成形技術の確立 

平成23年～ 実用化開発 
＇車両用部材の多品種中小ロット生産への

対応（ 

中
部
経
済
産
業
局 

熱可塑性炭素繊維複合材料の自動車部品適用に向けた支援事例 

○「富山県ものづくり研究開発セン
ター」 
 産学官の共同研究拠点として県工業技術
センターに整備 

○次世代自動車研究ネットワーク 
 県内企業の組織化、セミナー・講習会の
開催（概論、蓄電池、軽量素材 等） 

○新商品・新事業創出公募事業（次世
代自動車枠） 
 産学官で行う企業の研究開発支援事業に、
「次世代自動車枠」を設定 

○先端技術実用化支援事業 
 ものづくり研究開発センター等を活用し
た、産学官連携による先端技術の実用化、
商品化のための困難な課題を解決 


	120626data_01
	120626data_02

