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開発 ・実用 化 に お け る産 官学 連 携 の取 り組 み

lTSの 開発 ・実用化 にお ける産官学連携 の取 り組み

東京大学生産技術研究所所長 坂

内 正 夫

ITSの 開発実用化 における産官学連携 の取 り組み」 と
「
い うタイ トルで,お 話 しさせていただ きます。

生 命 につい て い えば,先 ず食 うこ と。地球 の 中で ど うや
って食糧 を確保 す るか。あ るい は健康 ,命 ,あ るい は そ の

先 ほどか らのお話 の中で,学 の役害」としては,ITSに 関
係す る,い ろんな分野 のことを知 ってい る人材 をつ くれ,
あ るぃ は官 の役害Jとしては標準化 を目指せ ,あ るい は正木
先 生 のほ うか ら歴 史論 に基 づい た話 があ りま したけれ ど
も,私 ,今 ,福 井 さんか らの官学へ の問い掛 けに対 して少

ための過程 であ る雇用 をどう確保す るか。ただ,雇 用 はエ
ブリシ ングが ミックス されたターゲ ッ トで もあ りますけれ

しお答 えがで きればとい う思 い と,正 木先生 に対 しては,
私 は少 し広 い社会論 か らこのお話 をさせていただ きたい と
思 い ます。
最初 に,社 会論 といい ますか ,い ままでのお話 か ら,
ITSに もい ろんなターゲ ッ トがあ り,い ろんな試みが され
てい るとい うことでござい ますが,私 な りにITSの 開発 ・
実用化 の意義 を考 えて,メ イ ンス トリームは何 か とい うこ
とを話題提供 させていただきたい。そ うい う意味ではまず
戦略的な ターゲ ッ トとしての ITS,よ り大 きな社会的戦略
あ るいは国際社会 におけるわが国が どうい うコン トリビュ
ー シ ョンすべ きか とい うような ことを先ずお話 します。
もう一つ の側面 として,ITsは 極 めて融合型あ るい は社
会型 の研究であ る。こういった研究開発 に対 してどうい う
取 り組 み をすべ きか,こ うい うような視点で ござい ます。
最初 に,戦 略的な ターゲ ッ ト。 これははなはだ私見 で ご
ざい ますが,人 類 はどう生 きるかで ござい まして,い まま
ではわれわれ何 とか,日 本 で言 う衣食住 でいったわけです
けれ ども,こ れか らい ろい ろ世の中が変化 をし技術 が変化
をしてい る。 どうすればいいのか,何 をターゲ ッ トにす れ

ども。
それか ら,安 心で ござい ます。われわれは好む と好 まざ
るをえず,あ るい はイ ンターネ ットが普及 してもコ ミュニ
テイの中,都 市 の中で生 きる。その中で交通 。モビリテイ,
移動 の手段 として交通 とい うのは不可欠 である.災 害 も起
こる。あるい はわれわれのアクテイビテイの複合体 として
環境 がいろい ろ問題 になる。 こうい う中で,基 本的 には安
心 を実現す る。私 もこの トランスペ ア レンシーはだいぶ前
か ら使 ってい るのです が ,「安心」 とい うキー ワー ドは最
近 の小渕政権 のターゲ ッ トにも出てまい ります。
そうい うなかで,ITSで ござい ます。
ITSは ,先 ほどか ら話が ござい ます ように,自 動車 ,情
報通信 ,道 路 のための技術 で ござい ますが,私 は道路 の中
の 自動車 ,あ るい は交通移動手段 とい うよ りも, もう少 し
広 く考 えたい。つ ま り,ITSが 大 きく目指す のは社会 ・都
市 ・道路 ,こ ういった生活基盤その ものを,先 ほど申 し上
げた ような 21世 紀 に向けての ターゲ ッ トをにらんで,ど
う高度 に管理 をしてい くか,こ の 3本 柱が整 って初 めて成
り立ち うるターゲ ッ トであ ると考 えてお ります.

ばいいのか とい うのが今大 きな課題で ござい ます.私 は答
えは意外 とシ ンプルではないか と考 えてい ます。 この衣食
住 に代 わる何 かが基本的な ターゲ ッ トになってい く。それ
が何か明確ではないですが,図 1に 示す ように,仮 に衣 は
心 ,食 は生命 ,住 は安心 ,こ うい う方向 に考 えてみたい。
そ う します と心は,自 分 たちの個性 をどう生かす のか,あ
るい は快適 とい うものをどう実現 してい くのか,あ るい は
社会 ,人 のや さしさ,温 か さ,つ なが り,こ ういった もの
を大事 に してい く方向です。

図 1 21世 紀 の戦略的 ターゲ ッ ト
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そ ういうふ うに考えると,こ のITSとい うのは,図 1の ,
やや勝手に設定 をした,い ろんなターゲットの中で星印が
付 いたところ,心 でいえば良適性,雇 用を確保 しなければ
いけない。都市交通 ・安全 ・環境,こ ういったものに対 し
てそれぞれのプラットホーム と情報で成すべ きことを成 し
てい く,こ うい うような技術である。
では,図 2に 示す ように,ITSは 「
社会 ・文化/技術 ル
ープ型発展戦略」をとるべ きとい うことになる。つ まり,
技術,マ ルチメディア,ITSと い うのはその社会 を魅力あ
るものにしてい く技術 である。そういった社会が魅力ある
ものならば,そ うい う社会を支える技術 とい うのは国際的
にも評価をされる。こういった図式の,こ うい うループを
形成をしてい く。
そこでどうい う社会を実現するのか,ど ういう文化 を具
現 してい くのかといえば,ITsに 関しては, こうい う日本
とい う狭い中で高密度に生 きている,あ るいは安全 に生 き
ている。あるいはきめ細か く肩を寄せ合 って生 きている,
こういった ものを技術 として具現する。はなはだ抽象的で
すが,こ うい うところに大きなターゲットがあ り,そ うい
うものとして具現化されたITs技術ならば国際的にコン ト
リビュー トできるのではないか。
何か判 じ物みたいですが,
ここから先 は各人お考 えいただきたい と思います。
次の戦略。ITSと い うのははなはだ社会型研究開発 ター
ゲットであるとい うことでございます。さっきの正木先生
の話 もあ りましたけれども,技 術の可能性だけでは受け入
れられない。
我々,生 産技術研究所 は総合工学,あ るいは融合工学 と
い うことで研究 してお りますけれども,最 近はいろんな分
野で 「コンポーネン ト,物 」。それからそれをどうゃって
使 うのかとい う 「
情報」.そ れから,そ れが具体的に適用
され,活 かされる 「
場」,こ の 3つ の要素の中で実際の技
術が生まれる,と い うことを強 く意識 してお ります。こう
い うスタンスの研究開発が,これからはある意味ですべて,
こうい う図式の中でそれぞれが位置づけられない と生 きて
いけない,こ うい うように考えているわけです。

図 2 社 会 ・文化/技術 ルー プ型発展戦略
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そうい う中で ITSと い うのは,図 3の 展開図式 になると
考 えてお ります。プラットホームといい ますか,ベ ース に
なるものは当然道路であ り車 であ り,通 信 でい えば 1型 イ
ンフラ,(こ の話 をす ると私長 いので,要 す るにどうや っ
て高速 に速 く通信がで きるか とい うこと.)
それか ら,図 3右 下のサ ー クルがターゲ ッ トでござい ま
す。桑原先生が言 い ましたようにニーズ であ りますが,こ
うい )た道路 の上で,社 会 の上で何 を実現す るか,あ るい
は人 間活動 に対 して何 を実現す るか。それを実現す るため
に こういった通信がで きる。 こうい うものの中でその コン
テ ンツといい ます か, どうい う情報 をどうい うふ うに使 っ
てここでアクセプ トされるサ ー ビス をどう展 開す るのか,
あるいはそ ういったサ ー ビスが社会 にどう受容 されてい く
のか,で す。 ここらが,よ リー般 に今情報処理 が ターゲ ッ
トにすべ き部分であ り,か つこれを私 2型 イ ンフラと言 つ
てい るのですが,情 報 ,こ うい うような融合型 の上 にITS
とい うのは展開をされ るべ きだ と考 えてお ります。
こうい うITSで あ るとい う,や や独 断 に満 ちた社会論 の
もとに,産 官学連携 のあ り方 を議論致 します。 (この辺か
らやや私 ,学 の立場 と同時 に生研 のセールスマ ンと化す る
か もしれ ませ んが.)ま ず先 ほ ど,学 は何 をす るか.ITS
は,は なはだ社会的なターゲ ッ トであ るとい うことを踏 ま
えまして,先 ほど正木先生 もいわれましたが,私 は 「
梁山
泊」 と言 つてい ますけれ ども,い ろんな方が大勢 に集 まっ
てそ こに垣根 のない共同の場 をつ くってい くとい うことで
す 。場 (ニーズ)主 導 の社会型プロジ ェク トを設定す る。
これが連携 の まずスター トであろ うと思 い ます 。
それか ら,方 法論 としては手段 主導 .わ れわれの大 きな
反省 を込めてであ りますけれ ども,技 術 としてこんなこと
がで きるから,こ れはアプライしてみよう とい う,い まま
でのシーズ主導 か ら,ニ ーズの実現 を行 な うい わば手段 主
導 に変 わっていかなければい けない。
研究開発 も,例 えば大学 の,あ るいは学会 の構成 とい う
のは,い ままではやれる研究 を体系 化 して きたわけですが,
これか らは こうい う視点か ら,や らなければい けない研究
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開発 。その中には泥臭 いこ と,難 しいことあ るか もしれな
い けれ ど も,そ れが ターゲ ッ トになるとい うことでござい
ます。 こういった産官学連携 の場 を設定す るとい うことが
まず ファース トス テップにあ ります。
その ときに,今 度 はどうかかわるか。先ほどの ご指摘 に
もあ りま したけれ ども,産 も官 も学 も役割 を明確 にして,
それに対 して責任 を持 つ,優 等生的な ことを申 し上 げてお
りますけれ ども,役 割 と責任 を明確 に持 つ。その中で学 の
役割 は何か とい うことでござい ます 。
最初 にさき程 の福井 さんのご指摘 に答 えるとすると,ま
ず ,そ れぞれい ままでの学 とい うのは分野,電 気 なら電気 ,
交通工学 なら交通工学,機 械 なら機械 とい うことだったわ
けですけれ ども,学 が持 っているポテ ンシャル とい うのは
分野 の横断性 で ござい ます。 この分野横断性が,機 動的 に
生かされる ことが, 日本 で唯一具現 されてい るのが生産技
術研究所 でござい まして,こ この中で育 った人たちが,先
ほどのご指摘 をまず実現 で きる.こ の分野横断性 はもっと
広 く広げてい きたい と思 ってお ります。
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ところですが.

その次 に, じゃあ学 として人材供給はもちろんわれわれ
のデューテイで ご ざい ます し,あ るいは調整役 とい う役割
以外 に,や は り研究 の中身で もコン トリビユー トをする必
要がある。残 りの時間 をその話 に搾 りたい と思 い ます 。
ITSに 関 してさっき申 し上げたような社会的な位置 づ け
で考 えると,ITSで 車 をどうコ ン トロール してクルーズす
るか とい うこと も重 要 なターゲ ッ トでござい ますけれ ど
も,こ の位置づ けに対 して,少 しベ ーシックな研究があ っ
ていいだろ う:
われわれ東大 の生 産技術研究所 の ITSグルー プは,私 が
代表 してい る文部省 で一番大 きな研究プロジェク トで ござ
い ますが ,創 成的基礎研究 と,「人間主体 のマルチメデイ
ア情報媒介機構 の研究」 を基盤 としてお ります。いかにも
基礎的な学術研究ぽい プロジェク トで ござい ますが ,こ れ
をベース に,そ れで基礎的,挑 戦的な ことをやる。その上

それか ら,中 身 としてどうい うことをす るか とい うこと
でござい ます 。一つ は,大 学 は社会 で,こ んな存在 は飼 っ
てお く必要があるのか とい う議論 が されてお りますけれ ど
も,大 学 の心 は 自由な発想 ,自 由な試みがで きる。それが
社会 にコン トリビュー トす る具体的なものを出 していかな
ければい けない。ただひたす ら黙 々 と教育 をします。では

あま リジェネラル な話 を して も仕方ないので,こ こで,
少 しだけそのプロジェク トをお話 をさせていただきます。
マルチメデイア情報媒介 システムとい うのは,こ れか ら
の情報処理 の大 きなターゲ ッ トになる。その心は,こ れか

だめ.教 育 もその 中身が問 われている,人 材 の中身が問わ
れてい るのだ とい うことで ござい ます。

らマルチメデイアの情報が増 えてい く。デ ジタル放送 で代
表 される映像情報空間,そ れか らネッ トワー ク上 にある情

そうい うことで考 えます と,ま ず こういったプロジェク
ト,こ こでい えば ITsの プロジェク トでござい ますが,そ
の中で何 をすべ きか とい うような提案 を大学 の中か らどん

報空間。それか らITSを含 む実世界 で何 が起 こってい るか
とい う情報空間。 ここの情報 を使 って,人 と社会 に役 に立
つ もの をつ くる。そのためのスケイラビリテイの大 きい情

どん出 していければなと。やや手前勝手ですが,先 ほど桑
原先生 のほ うか らあ りましたけれ ど も,ITSで こんな こと

報処理,わ れわれこれを情報媒介機構 といってお りますけ
れ ども,こ れをつ くろ う,こ うい うことです。
ITsは ,こ この 「
実世界型 マルチメディアシス テム」 と
い う中 に,大 きなターゲ ッ トなんです。要す るに社会 のア

もで きる,あ んなこともで きる,ITSの 情報 を使 えばこん
な こともで きる とい うようなこともどんどん,い わば 自由
な発想 とい うか,責 任 をもって責任 のないことを言 うとい
うことなのか もしれませんけれ ども。
もう一 つ大学 には,10年 先 を見通 した,挑 戦的課題 を
行 ってい くとい うような役割があ るか と思 い ます。 こうい
うような感 じで,そ れぞれ官 も産 も, もちろんその立場 で
協力 をす る。 (図4)
このような ITSの連携 は,生 産技術研究所 ではあ っとい
う間 にで きる。いつ も建物が 1個 で,オ イ,お 前 ,み たい
な仲で ござい ます し,わ れわれ もそれぞれ基盤 となる分野

にITSと い うゃゃ社会 を見 た具体的なものを実現 してい き
たい,こ んなスタンスです。

クティビティを,今 われわれの住 んでい る社会 で どこで何
が どうい うふ うに起 こっているのかをまず デー タベ ース と
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で研究 をして ござい ます。例えば私 自身はより広 いマルチ
メディア,池 内先生 は コンピュー タビジ ョン,桑 原先生は
交通工学,あ るいは機械 の 自動車 をや ってお られる方 もい
る。こういった異分野 の方が一 つ にわっと集 まれる機動的
な環境が一つ は必要 になる。 ここはやや コマー シャルぽい

図 4 産 官学連携 のあ り方
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して把握 をす る。状況 の把握があ ると,次 にそ してそれを
もとにして道路の上で どうすべ きか とか,あ るい は社会 に
対 してどうすべ きか とい う研究が可能になる,こ うい う位
置づ けで考 える。情報 を集めて くるとい うことが基本 にな
るだろ う。
われわれの 「
社会 の今」 を構築 をしていかない といけな
い。それで集 め られる,こ こはやや映像的な ことに偏 って
い ますが,い ろんなセ ンサを使 って今 を構築す る。そのた
めに,種 々のフ ァンクシ ョンが必要 で,こ れは情報収集の
ための基 本的な ファンクシ ョンとわれわれ考えてい ます 。
それを使 って人 と社会 に役 に立つ とい う意味でニ ーズ を反
映 したITSシ ス テム を構築す る。幾つか実例 をお伝 えしま
しょう。
一つ はモバ イル コンピューティング
,あ るい は街 の情報
ー
とコンピュ タをつ ながなければいけない。 これ もわれわ
れ池内先生 と一緒 にや つているプロジェク トですが,街 の
中の映像 に対 して,あ れは何 だ と.あ れは何 ビルか とい う
ように,ビ ルの名前が 自動的 にばっと付 けられ る。街 の ど
こへ行 って も迷わない。モバ イルな実世界 の映像 に関 して
ターゲ ッ トにネー ミングがされる。これが情報 と映像 をつ
な ぐ大 きな柱 になる.
そのために,い ろんな手段が ござい ますが,私 どもが提
案 してい るのが,地 図に見 え方 の情報 を くっつ けたような
マルチメデ ィア地図 とい う ものを社会 のインフラとして作
りましょうとい うことでござい ます。
これは別 の もので ござい ます。 これ も池内先生か ら出た
ものでござい まして,こ の研究 プロジェク トの中で,各 方
面 の協力 を得 ま して ,今 駿河台下 の交差点か ら,24時 間
の映像 を研究室 に送 つて きてお ります。 ここで起 こる現象
を自動的に把握 をす るとい う研究 でござい まして,わ れわ
れ違法駐車 とか事故 とか,そ ういった現象 をかな りの程度
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巴握がで きる とい う状況 になってい ます。
自動的にま

こういったものを背景 にしまして,産 官学連携 の具体的
な話 を実現 をしていこうとい うことで,わ れわれ生産技術
研究所 は外 の方 とご一緒 にさせてい ただきたい,こ れが大
きな想 いで ござい ますが,今 ITSに関 してまとまって走 っ
てい る ものは,ITSは い ろんな省庁 が い ろんなアプローチ
をされてお りよろ しくお願 い致 したい と思 い ますが,生 産
技術研究所 にわれわれ先 ほど申 し上 げたグルー プが ござい
ます 。官 と,そ れか らAHS研 究組合.中 で,わ れわれ さ
っ き申 し上 げた形 で先 を見 る,あ るい は幅 をつ ける,そ う
い うような形で コン トリビュー トをさせていただきたいと
い うような形 の アプローチをしてお ります。
あ と残 っているのは福井 さんの第 2の ,官 に対す る標準
化 の注文 でござい ますが,私 先 ほども少 しお話 をしました
けれ ども,標 準化 とい うのは,そ の上 にい ろんな産業 とい
うか ビジネスが展開される直前 の ところが主戦場 であ ると
思 って お りま して,今 は,例 えば DSRCの 通信方式 ,こ
れは幸 い 日本 のほ うも標準 にな りましたが,こ うい うよう
な部分か らニーズ をにらんで,こ うい うようなサ ー ビス展
開 をしてい く。 こうい うところの,昔 で言 うなら応用 で ご
ざい ますけれ ども,具 体的 にITSのベ ネフィットをどうい
うふ うに具現す るか とい うところ,こ こに近 い ところ,こ
れをねらうとい うのがいいのかなと思 ってお ります。
以上 ,一 つ は生 産技術研究所 の例 をかねて,こ れか ら
ITSにお ける産官学連携 ,あ るい はわが 国,国 際連携 の と
きに日本が コン トリビュー トす るとい うものついて私 の考
え方 を述べ させていただきました。 どうもあ りが とうござ
い ました。

