
 

  法人委員の方は，２名まで申し込みができます． 
個人委員・特別委員の方は，本人または代理の方（１名）が申し込みできます． 
フェロー委員の方は本人のみが申し込みできます． 

【会告】「２００９年１１月(11月24日(火)開催) 研究例会 内容」 
日経Automotive Technology/日経エレクトロニクス/日経ものづくり主催セミナー 

―AUTOMOTIVE TECHNOLOGY DAY 2009― 
 

生産自動化専門委員会委員長 大隅 久 
 
2009年11月（11月24日(火)開催）研究例会では，日経BP社のご協力により，電気自動車

に関する講習会を企画いたしました。詳しくは下記URLにございますが，電気自動車に関

するトラックAと，二次電池に関するトラックBを準備いたしております。本専門委員会の

会員は，どちらか希望するトラックに無料で参加することが可能です。 
電気自動車は，環境問題や原油高騰に対する大きな期待として，長年に渡る研究開発が

されてきました。近年，いよいよ実用化の時代が到来しつつあり，来年以降ぞくぞくと発

売が予定されています。講習会ではトラックAにおいて，インフラを含めたこれからの電気

自動車の講演が，トラックBにおいては，そのキーテクノロジーである二次電池を中心とし

た講演がございます。 
定員に限りがあり申し訳ございませんが，奮ってご参集ください。なお，無料参加のた

めには，申込みを当専門委員会に行っていただく必要がございますので，下記をご参照い

ただき，間違いのないようにお願いいたします。 
 

１．日時：2009年11月24日(火) 10：30～16：45（開場10：00）予定 

２．主題：「電気自動車」 

３．場所：ベルサール神田（東京都千代田区） ４ページの案内図参照 

４．参加費：生産自動化専門委員会 会員は無料 

５．募集人数：トラックA 先着 ３０名 
       トラック B 先着 １０名 
  ※トラックをまたいでの受講はできませんので，予めご了承ください。 

  ※法人委員の方は、２名で申し込まれる場合、各トラック１名ずつでお申し込みくだ

さい。 

６．申込締切日：１１月１７日（火） 

７．申し込みについての注意事項： 
  ①出席者名簿を提出しますので、添付の「参加申込書」にご記入の上、締切日厳守で

ご提出ください。 
  ②無料参加は、本専門委員会からの申込みの場合にのみ適用されます。直接WEB上で

申し込まれた場合は有料参加となりますので、ご注意ください。 
  ③また、11月17日の、本専門委員会の申込締切日を過ぎた場合も、有料参加となりま

すので、ご了承ください。 
８．詳細URL：http://techon.nikkeibp.co.jp/article/SEMINAR/20091019/176555/#track_a 
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９．内容： 

===トラック A （電 気 自 動 車 の開 発 状 況 と将 来 展 望 ）=========== 

さまざまな種類のクルマがある中で，電気自動車とはどのような位置づけのクルマで，今後ど

う発展していくのでしょうか。まず，早稲田大学教授の大聖泰弘氏が全体像を展望します。さ

らに，三菱自動車や日産自動車など自動車メーカー自身に開発の動機，背景，現状の開発

状況とともに，インフラやコスト問題を含めて将来展望を語ってもらいます。 

 

『次世代自動車の本命か，電気自動車の可能性を考える』 

大聖 泰弘 氏（早稲田大学 大学院創造理工学研究科 教授） 

電気自動車への期待が高まるなか，本当に次世代自動車の本命となるのかどうか，走行性能，

電池コスト，環境・エネルギー規制，交通インフラなどさまざまな視点から冷静な議論が必要であ

る。そこで本講演では，これまでエンジンの燃焼や低公害化など内燃機関の研究に取り組む一方，

「早大モビリティ研究会」を主催して電気自動車，ハイブリッド車，燃料電池車の製作や評価を進

めてきた立場から，電気自動車とは各種次世代車の中でどのような位置づけにあり，量産化に向

けてどのような課題があるのかを考える。 

 

『電気自動車の将来像を展望する』 

小野 昌朗 氏（東京アールアンドデー 代表取締役社長） 

今後，一人乗りのパーソナルモビリティから電動バスに至るまで，電気自動車の応用範囲は大き

く広がる可能性を秘めている。将来に向けた電気自動車の試作，Li イオン 2 次電池の制御充放

電システムや車載用のセル収納箱などの開発など同社の取り組みを紹介するとともに，中国にお

ける電気自動車の開発状況を含めて多様な電気自動車の将来像を展望する。 

 

『低炭素社会の実現を目指した新世代電気自動車「i-MiEV」の市場投入』 

橋本 昌憲 氏（三菱自動車工業 CSR 推進本部 環境技術部 部長） 
自動車産業にとって環境問題への対応は，競争力の源泉であると同時に生き残りの条件とも言

われている。三菱自動車がこの 7 月に市場投入した新世代電気自動車「i-MiEV」について，その

概要と開発の背景，および同社が実現を目指す将来の交通社会などについて紹介する。 

 

『「リーフ」登場には必然性がある』 

上田 昌則 氏（日産自動車 企画・先行技術開発本部 技術企画部エキスパートリーダー） 

日産自動車は EV「リーフ」を発表した。長期目標である 2050 年に CO2 排出量を 90％削減する

ためには究極の方策である EV をより早く普及させることが必須であると判断した。一刻も早く普

及させるために EV の開発と同時に，社会インフラの整備を関係パートナーと協同で加速してい

る。 
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===トラック B （２次 電 池 の技 術 進 歩 と市 場 展 望 ）============ 

電気自動車の成否を握る 2 次電池ですが，今後どう進化していくかはまだまだ不透明な

のが実情です。そこでまず，早稲田大学教授の逢坂哲彌氏に基本構造から最新技術まで

を俯瞰してもらいます。さらに，アナリストによる産業・市場予測，東芝など電池メー

カーの開発者による技術展望など，多様な切り口で 2 次電池の今後を占います。 

 

『基本原理から最先端研究まで，2 次電池を概観する』 

逢坂 哲彌 氏（早稲田大学 理工学術院 教授） 
自動車向けという「巨大市場」がみえてきたことで，電池の研究開発が一気に加速しつつある。

歩調を合わせるように，ユーザー側も電池の利用技術，周辺技術の構築にしのぎを削る。た

だ，現場に電池の専門家は少なく，その動作原理さえ十分に理解されていないままに開発が

進んでいくケースさえ珍しくない。こうした状況を受け，本講演では電池の基本原理，基本構

造から論じ，最新技術までを俯瞰する。さらに，最新の研究成果を踏まえ，今後の進化を占

う。 

 

『インフラバッテリーとしての 2 次電池とその二次利用への展望』 

本多 啓三 氏（東芝電力流通・産業システム社 二次電池システム技師長） 
東芝は 2008 年 3 月に，Li イオン 2 次電池「SCiB」の量産を開始した。2009 年秋には EV
（電気自動車）向けにエネルギ密度を高めたタイプをサンプル出荷した。EV に求められる電

池の性能や寿命，電池の低コスト化を実現するための二次利用の展望を解説する。 
 

『タクシーから始まる電池交換式 EV』 

三村 真宗 氏（ベタープレイス・ジャパン事業開発本部 本部長） 

ベタープレイスは，イスラエル，デンマークを皮切りに世界各国での電気自動車の充電インフ

ラ構築を進めている。通常の充電スポット設置に加えて，バッテリそのものを交換するバッテ

リ交換ステーションの建設を進めているが，その構想と日本での展開戦略を説明する。具体

的には，2010 年に都内で，電池交換式電気自動車（EV）を用いたタクシー運営の実証事業

を行う。EV は航続距離が短いという課題があるが，用途によっては，電池交換式の導入が

効果的と見ている。 

 

『電気自動車／ハイブリッド車向け Li イオン 2 次電池の市場動向』 

竹下 秀夫 氏（インフォメーションテクノロジー総合研究所 シニアアナリスト） 
電気自動車やハイブリッド車に Li イオン 2 次電池を搭載する動きが本格化し，自動車メーカ

ーと電池メーカーの間で合弁企業を設立する動きが相次いでいる。それに伴い，材料メーカ

ーや設備メーカーのビジネスも活発化し始めた。ここでは，電気自動車やハイブリッド車の今

後の市場予測を踏まえて，Li イオン 2 次電池を中心にこれらの電動車両に使われる 2 次電

池の今後の開発動向を分析し，需要予測を行う。また，Li イオン 2 次電池向けの材料メーカ

ーや設備メーカーのビジネス・市場動向についても紹介する。 
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※このほかにも，プログラムの追加を予定しております。 
※プログラムは変更になる場合があります。あらかじめご了承願います。 
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ベルサール神田のご案内 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                 
                                  
                                 

■住所 
東京都千代田区神田美土代町 7 住友不動産神田ビル 2F・3F 
※近隣にある、住友不動産神田ビル 2 号館ではありません 

■アクセス 
・「小川町駅」B6 出口より徒歩 2 分（新宿線） 
・「新御茶ノ水駅」B6 出口より徒歩 2 分（千代田線）

・「淡路町駅」A6 出口より徒歩 3 分（丸ノ内線） 
・「神田駅」北口より徒歩 7 分（JR 線） 

4 番出口より徒歩 7 分（銀座線） 
・「大手町駅」C1 出口より徒歩 8 分 

（半蔵門線・丸ノ内線・東西線・三田線・

千代田線） 
 
■「JR 神田駅」からお越しの場合 
  北口改札を出て左手にお進みください。 

詳しくは次の URL でご確認いただけます。 
http://www.bellesalle.co.jp/bs_kanda/event/# 

 
１０．出欠連絡先： 

2009 年 11 月 17 日(火)までに、添付の出席連絡票に所定事項をご記入の上、事務局補佐 
岩佐まで FAX していただくか、E-mail にてご連絡をお願い致します。 

FAX：0797-52-1892 
E-mail：seisanji@dk2.so-net.ne.jp 

 
１１．１１月例会の詳細についての問合せ先： 

大隅 久（中央大学 精密機械工学科） 
TEL 03-3817-1824 
FAX 03-3817-1820 
E-mail：osumi@mech.chuo-u.ac.jp   
 

１２．その他 
  会場では受付で名刺を出して、生産自動化専門委員会委員である旨をお伝えいただく

とご入場いただけます。 

mailto:seisanji@dk2.so-net.ne.jp
mailto:osumi@mech.chuo-u.ac.jp

