
  

   次世代自動車地域産学官フォーラム事業 
    （ネットワーク形成・技術開発支援） 
         平成25年度活動計画 
 

             公益財団法人名古屋産業科学研究所中部TLO 

１．開発・生産力の強化 
（技・人） 

２．新ビジネスの創出 
（モノ・サービス） 

３．スマートコミュニティの形成 
（社会システム・インフラ整備） 

・技術開発力の強化 

－提案型コーディネートによる事業化支援 
－先端領域研究会等による次世代自動車技術向上 
・次世代技術の産学連携拠点化 

－大学等シーズの産業界とのマッチング （セミナー、展示
商談会等の実施） 

－グリーンモビリティ連携研究センター、公設試、地域支援
機関等との連携  

 
                        （以上、名産研担当） 
 
・人材供給力の強化 

・技術開発力、人材供給力の強化 
・次世代自動車拠点の整備 

世界最強の次世代自動車クラスター形成への３つのアプローチ 



経済産業省次世代自動車戦略 
平成２２年４月１２日 

●６つの戦略（全体、電池、資源、インフラ、システム、標準化） 

●ロードマップ（～2030年） 

●普及見通し 
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中部経済産業局 
平成２２年３月 

次世代自動車分野における地域を挙げた国際競争力の強化 

～クルマの未来とすそ野の広がりを考える懇談会報告～ 
 

・次世代自動車を中部地域の成長戦略の最重点分野に掲げ、 

 産・学・官の総力を結集し、開発･普及の世界最先端地域を目指す。 

・中部地域が目指すべき方向 

 １．部品・部材産業の新たなビジネスチャンスの獲得 

 ２．次世代自動車クラスターの形成 

 ３．エコで快適なモビリティ先進地域の形成 

 

 

・次世代自動車地域産学官フォーラム 開始（平成22年10月） 
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＜技術開発支援＞ 

●先端領域研究会活動の実施 

  次世代自動車関連技術のうち４テーマ程度を選択し研究。 

●シンポジウムの開催 

  産学の専門的研究者を交えた議論の場としてのシンポジウムを開催。 

●技術専門家の活動 

  各地域の生の情報を吸い上げ、先端領域研究会に橋渡しするとともに、 

   企業の課題解決を支援。 

＜ネットワーク形成支援＞ 

●広域連絡会の開催 

  効果的・効率的な事業実施を図るための情報共有の仕掛けとする。 

●公設試研究会の開催 

  公設試６機関により地域ニーズを踏まえた研究会を実施し連携を強化する。 

●みえ・あいち・ぎふ新技術・新工法展示商談会（12月5日／6日）開催 

●技術マップの拡充（研究者紹介等の情報追加） 
●コア技術の知財力（地域の強み）を調査 

●技術専門家／次世代自動車コーディネーターの活動による事業化支援 

 

次世代自動車フォーラム事業 
（平成２５年度事業活動計画） 
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次世代自動車フォーラム事業 
平成24年度の結果（参考１） 

直接的成果： 

• 新増設の立地3件（目標1件）、新規雇用創出者数31人（同68
人）、新規取引件数 25件（同51件）、売上増加額2.3億円
（同20.4億円）  

• 稼働後の想定売上額：81億円 

 （次世代自動車CDによる仲介企業６９社のアンケート結果） 

• 共同研究等： 

  産学共同研究開始 ７件、共同研究契約締結 ２件 
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次世代自動車フォーラム事業 
平成24年度の結果（参考２） 

• 訪問活動（コーディネーター 計8名） 

 

 

 

 
• 次世代自動車プロジェクト関与件数：36件  

– 結果 サポイン採択：4件、 その他採択：2件 

• 出展マッチング件数：7件（自動車、エネルギー、MEMS） 

• 関連技術分野の研究会立ち上げ関与件数：25件 

 

 

訪問回数 

企業 182 主な活動 298 

大学等 116 

支援機関 71 基礎的活動 173 

学・協会 102 

合計 471 
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次世代自動車フォーラム事業 
平成24年度の結果（参考３） 

• セミナー開催結果 

平成２４年度は前年度の実施結果を踏まえ、要望の大きかった技術領域に
つき開催した。 
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開催日/ 
内容・テーマ 

参加 
者数 

参加者の感想評価 
開催日/ 

内容・テーマ 
参加 
者数 

参加者の感想評価 

 
2012/9/13 
 

TECH Biz プレイベント 
「国際フォーラム2012」 
セミナー 

  
（超軽量化技術領域） 

408 

 

＜アンケート結果 170名＞ 

○トヨタ自動車の塑性変形を主とするもの

づくり技術（121/170）、日産自動車のＥＶ等
の環境技術（93/170）高い関心を示す。 

○海外の取り組みは、ドイツは基本重視の

頑固さに、中国はその取組スケールの巨大
さに驚きあり。 

 
2012/11/29 
 

TECH Biz 次世代自動車
フォーラム・技術開発セミナー 

  

（電池・モータ・超軽量化技術
領域） 

130 

 

＜アンケート結果 63名＞ 

○ＣＦＲＰによる軽量化と接合技術に関関心が最も高く

（35/63）、第2位はハイテン等による軽量化であり（25/63）、
当地域の多くの企業の関心は軽量化とそれに必須のＣＦＲ
Ｐ適用技術にある。 

＜参加者コメント＞ 

○レアアース対策の技術としてはハード製品は大手企業だ
が、制御ソフト等にはまだ参入余地があるとの認識。 

2012/9/27 
 
大手部品メーカー向け出

前型技術シーズ紹介プレ
ゼン 

 

（ｴﾈﾙｷﾞｰ技術領域） 

36 

＜アンケート結果 23名＞ 

○同社企画部門からの希望も取り入れＲ＆
Ｄ部門で比較的不得手な技術領域を対象と

したため好評を得た。 

○参加者の所属部門に密接に関連する技
術が好評で、ほぼ均等に関心を示した。 

2013/2/13 
 
次世代自動車フォーラム・技

術開発セミナー＜組込みシス
テムソフト開発の最前線＞ 

  

（ＩＴＳ技術領域） 

68 

＜アンケート結果 46名＞ 

○組込みシステムに関する技術指針改訂及び車載ソフトの
機能安全に関心が高く（23/46）、自動車会社のロボット開

発への関心も高い（27/46）。 

＜参加者の職種＞ 

○有力大学研究者の参加が少ない。本分野は企業が引っ

張っていく性格のようである。 

2012/10/9・10 

 

技術開発セミナー 

（共同ｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ） 
  
（ＩＴＳ技術領域） 

200 

＜ソフト分野に特化したセミナーを 

組込みシステム研究センター及び名古屋大
学グリーンモビリティ連携研究センター等と

共同で開催＞ 

○参加者は自動車及び一般機械の制御ソ
フト開発者が殆どを占め、専門的な質疑応

答がなされた。 



次世代自動車フォーラム事業の特徴 
（平成２５年度事業活動計画） 

 

産学連携コーディネート活動について 
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次世代モビリティ技術シーズの事業化を 

  技術専門家／次世代自動車コーディネーターが 

    産学官連携メニューを活用し地域企業支援 



   ＜次世代モビリティ技術専門家／ 
       ／次世代自動車コーディネーター＞ 
         
★小澤 理夫 プロジェクトリーダー   （担当） 
 （重工業～無機材企業）・・・・・  総括、パワトレ分野 
 
★山田 義憲 副統括 
 （電気企業） ・・・・・・・・・・・・・・ 情報・通信分野 
★武藤 璉記 
 （電装品企業） ・・・・・・・・・・・   車載部品分野 
★祖父江 英夫 
 （無機材企業）・・・・・・・・・・・・・ パワエレ素子分野 
★浅野 真弘 
 （半導体企業）・・・・・・・・・・・・・・  組込ソフト分野 
★渡辺 裕吉 
 （鉄鋼企業）・・・・・・・・・・・・・・・・  鉄・材料分野 
 
★岡本 倫夫CD  
 （電器企業） ・・・・・・・・・・・・・・・   電気システム分野 
★木村 馨CD             
 （有機材企業） ・・・・・・・・・・・・・・ 高分子材料分野 
★安田 匡一郎CD 
 （研究機関）・・・・・・・・・・・・・・・・・ 機能材料分野 
 
 
 

   ＜研究機関委員＞ 
● 名古屋大学 

 グリーンモビリティ連携研究センター 

 特任教授  鷺山 勝 

● 名古屋工業大学 

 次世代自動車工学教育研究センター 

 客員准教授 山田 裕昭 

● 豊橋技術科学大学 

 産学連携推進本部 

 科学技術コーデイネータ  生田 始 

● 豊田工業大学 
 豊田工業大学 事務局  
 研究支援部 部長   山下 勝次 
● 岐阜大学 

 産学融合本部 産学官連携CD  砂田 博 

● 中部大学  

 研究支援センター 部長  杉山 聰 

● 産総研 

 （独）産業技術総合研究所中部センター 

 イノベーションコーディネータ  渡村 信治  

●各県市公設試（調整中） 
 

＜産業支援機関＞ 

●あいち産業振興機構 

●三重県産業支援センター 

●岐阜県産業経済振興センター 

広域連絡会のネットワーク 
（研究機関、支援機関との情報共有） 

実施機関 （公財）名古屋産業科学研究所 中部TLO 
連絡先 TEL (052)783－1255  FAX (052)788-6012  jisedai@nisri.jp   http://www.nisri.jp/jisedai/index.html 

 

広
域
連
絡
会
で
の
情
報
共
有 
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中部地域次世代自動車関連技術の高度化 
 ●次世代自動車クラスター形成に向け 

  「戦略マップ・ロードマップ」 （平成２３年７月発表）を基に推進 
 ●技術領域 ： 電池、パワエレ、モータ、超軽量化、リサイクル、 

          カーロボ、エネルギー、ＩＴＳ、評価技術等 

2013/9/5 次世代自動車地域産学官フォーラム 
10 



次世代＝モビリティの電動化？ 
日経Ｈ25年4月19日 「始動！トヨタ新組織」 

○エコカー戦略のイメージ 
EVの満充電からの走行距離が100～200km
程度と、ガソリン満タンであれば500km以上

走行できる内燃機関車と比べて圧倒的に少
ない 

 

○全固体電池の実用化 

目標時期は2020～2025年 
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車載用蓄電池の比較 
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蓄電池戦略 平成24年7月 

          資源エネルギー庁 プロジェクトチーム 

 

○電気自動車及びプラグインハイブリッド自動車の普及 

• 普及目標 現在約0.4％ → 2020 年時点で15～20% 

• コスト低減 全固体電池の開発等によりスト低減を図る。 

• 航続距離 現在120km～200km  → 2020年までに2 倍 

• インフラ整備 2020 年までに普通充電器200 万基、急速充電
器5,000 基 

 

○燃料電池自動車の2015 年市場投入と環境整備 

• ４大都市圏で100 カ所の水素供給設備の整備を目指す。 

○燃料電池自動車：「動く火力発電所」、電気自動車：「動く揚水
発電所」 
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エネワングランプリ 
鈴鹿サーキット 2013/8/4 
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国土交通省  
超小型モビリティ ー多様なコンセプトー   

2013/9/5 
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国土交通省  
ー超小型モビリティの導入促進ー H25年1月  

2013/9/5 
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国土交通省  
超小型モビリティ ー認定制度の創設ー  

2013/9/5 
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超小型車の概要 / 位置付け 
Wikipedia 
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軽自動車 
超小型車  
（超小型モビリティー） 

ミニカー 

排気量 660cc以下 
定格出力8kW以下 内燃機関
の場合は125cc以下 

50cc以下 電動機の場合は定
格出力0.6kW以下 

全長 3.4m以下 軽自動車規格内 2.5m以下 

全幅 1.48m以下 軽自動車規格内  （1.3m以下の
車両は一部保安基準緩和） 

1.3m以下 

乗車定員 4人 
2人 （1人+年少者2人も装備
があれば可能） 

1人 

最大積載量 350kg 軽自動車規格内 30kg 

高速道路 走行可 走行不可 
走行不可・自動車専用道路も
走行不可 

車検 有り 
現時点では無し・ただし認定を
要する 

無し 

特徴 
小型自動車よりも維持費が割
安。 

現時点では認定された運行地域のみ走
行できる。 
軽自動車よりも更に維持費が割安。 

ファミリーバイク特約で任意保
険に加入できる。 

http://www.google.co.jp/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=1&cad=rja&sqi=2&ved=0CCsQFjAA&url=http://ja.wikipedia.org/&ei=vqIZUrSXGoO_lQW7h4G4AQ&usg=AFQjCNFZ-EiAEXExQFuxv9B6ji9R6NUwVQ&sig2=_SKDEreNQq4N8StH3c3n-w&bvm=bv.51156542,d.dGI


ミニカー 
原動機付自転車扱い 

• ミニカーとは、道路交通法令において総排気量
50cc以下又は定格出力0.6kW以下の原動機を

有する普通自動車をいう。ただし、道路運送車
両法においては自動車でなく原動機付自転車
の扱いとなる。 

• 右図：光岡自動車K-1 

主なメーカー[編集] 

• タケオカ自動車工芸 

• REVA：インドのEVメーカー。日本では上記のタ
ケオカが輸入販売。 

• トヨタ車体：旧アラコから引き継いだコムス。 

• ピアジオ：三輪トラック『ベスパカー』を生産。 

• アクセス：中国製電動４輪車を国内向けに保安
基準に合せて改造・生産販売。 

• CQモーターズ 

• ゼロスポーツ 
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欧州のダウンサイジングコンセプト 
巡航時の燃費性能改善 

• ダウンサイジングコンセプト[1](downsizing 
concept)とは、自動車においてターボチャー

ジャーなどの過給機を使うことにより、従来エン
ジンと同等の動力性能を確保したまま排気量を
小型化し、巡行時の燃費を向上させるエンジン
設計コンセプトのことを指す。ダウンサイジング
コンセプトはガソリンエンジン、ディーゼルエン
ジンの両方に適用される。 

• エンジン特性としては、コンパクトなターボ
チャージャーを採用したりターボチャージャーと
スーパーチャージャーを組み合わせることで、
最高出力よりも実用トルク（低回転域）の向上を
目指している。 

• また日本においては自動車税が排気量によっ
て決まるため、同程度の走行性能を割安な自
動車税額で享受できるメリットもある。 
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ＶＷはどこまでダウンサイジング
するのか 
 

 【インターナショナル エンジン オブ ザ イヤー】 
「1.0L-1.4Lクラス」7年連続受賞(2006-2012) 

「インターナショナル エンジン オブ ザ イヤー 

2010」大賞受賞(2010) 

「インターナショナル エンジン オブ ザ イヤー 

2009」大賞受賞(2009) 

「グリーン エンジン オブ ザ イヤー 2009」受賞
(2009) 

「ベスト・ニュー・エンジン賞2006」受賞 

【2009年次 RJCカーオブザイヤー】 
「2009年次 RJCテクノロジーオブザイヤー」受賞
(2008) 

 

 

 

 

 



内燃機関をめぐる新しい活動  

         日本自動車技術会 Ｈ25年5月 
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• 燃費性能 3割向上 

• 技術研究組合立上げ 

  （2014年予定） 

• 自動車メーカー8社 

• 大学 

 東工大 

 早稲田大 

 群馬大 

 千葉大など 

 

2030年でもＧ車が世界販
売の9割を占めると予測 



世界をリードし続けるための 
日本の内燃機関技術  
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推進委員会の基に５分科会 


