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今日のはなし

1. 移動手段開発の背景

2. スマートムーブの取組

3. 新たな移動手段の概要

4. 高齢化社会を支える極小モビリティ

5. 開発中の移動手段の利用イメージ

6. おわりに
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資源

自動車が関わる問題

国立環境研究所公開シンポジウム2020 3

エネルギー

CO2

地球温暖化

大気汚染

ガス状物質 粒子状物質

PM2.5

排熱

ヒートアイランド

振動

騒音排ガス

健
康

影
響

車自体に
関わる

利用者に関わる

交通事故

交通渋滞

廃棄物

安
心

/
安

全

資源

生産 販売 利用 維持 廃棄

これらの問題の解決に向けた対策の一つと

して、電気自動車・電気駆動の導入が重要



EV（Electric Vehicle）にすると何が良い？

Electric は、近年の自動車開発のキーワード“CASE”
の一つの要素

Connected【繋がる】、Autonomous【自動運転】

Shared【共有】、Electric【電動化】
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• 利用時にエンジン排ガス（CO2や大気汚染物質）が出ない

→ 再生可能エネルギーを用いれば、発電時にもCO2排出

を抑えることが可能

• 内燃機関（エンジン）車より車の制御は容易

• 騒音/振動/排熱等が削減できる

EVに関係する研究は、国環研でもこれまで
継続的に実施してきた



その1：小型高性能電気自動車の開発

• 1994年 小型高性能電気自動車Luciole（ルシオー

ル）を開発する国環研と民間13社の共同プロジェクト

開始（〜1996）

• 開発目標：車が関係する環境、エネルギー、事故、渋滞

の各問題を一気に解決する電気自動車（EV）の実現

• コンセプト：ゼロから車体を創造し、EVの高性能化に

使えるものを探して採用、EVならではの特徴を生かす
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国環研における
EV関連研究



Luciole（ルシオール）諸元

• 主要寸法、重量

全長：3.30ｍ

全幅：1.20ｍ

全高：1.34ｍ

定員：前後２名

車重：910kg

電池：鉛蓄電池

電池重量：269kg

• 性能

最高速度：150km/h

航続距離：130km

（実態はこの約6割）

1997年9月〜2008年9月まで一般道走行
環境フェアや国環研公開時展示／試乗
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 エンジン車並みの小型EVは可能。

 電池の残量が無くなると、簡単

に充電できないので使い勝手が

悪く、道路上の障害物になる。



その２：小型EVの実態把握

 つくば市超小型モビリティ事業に協力し、1〜2人乗りの

小型EV＝超小型モビリティの通勤実証実験を実施(2014)

7

軽乗用ＥＶ（左）と
超小型モビリティ（中、右）
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使う場所と使い方を

考えた上での、移動

手段の開発が重要

国環研における
EV関連研究

【10数人のボランティアの利用後の主な感想】

1. 幹線道路では、現行の車と一緒には走れない

2. 窓やドアが無いため雨や風が入り込む

3. エアコン等の快適装備が無く、快適性が低い



その3：電動アシスト自転車の評価

国環研の一般公開で試乗会（2009年4月/7月）

目的：アシスト自転車の認知度向上

理由：自ら利用して、とても快適な移動を体感。

 認知度向上により、車を使った移動から徒歩・アシスト自

転車を使った移動へ変わってほしいという期待のため。

 当時のアシスト自転車経験者は、来場者合計150人強の

うち、4月7％、7月16％＊。名前は知ってるが、……
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＊2009年国立環境研究所一般公開参加者の電動アシスト自転車に対する認識、
近藤美則編：国立環境研究所業務報告第118号（F-118-2014）

国環研における
EV関連研究

アシスト自転車は自転車の快適性を上げている。

電池の残量がなくなっても、利用できるのはよい



ここまでの研究などから思ったこと

次のような特徴をもつ移動手段があれば、車を過

度に使わないようになってくれるかも、…

• 使う場所と使い方を考えた手段であること

• 電池の残量が無くても、人力で利用できること

＋ 屋内から屋外まで連続して（＋α）使用できること

＋ かっこいい（言わなくても使いたがる）
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「車を過度に使わない」で移動

⇒ エコな移動 ＝ 「スマートムーブ（環境省）」
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スマートムーブの5つの取組み

1. （電車、バス等の）公共交通機関を利用しよう

2. 自転車・徒歩を見直そう（自転車や徒歩での移動の推奨）

3. 自動車の利用を工夫しよう（エコドライブの推奨、エコカーへ

の乗り換え）

4. 長距離移動を工夫しよう（エコ旅行やエコ出張等の実施）

5. 地域や企業の移動・交通におけるCO2削減の取組に参加しよう

（カーシェアリング、コミュニティサイクル等の利用促進）
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COVID-19対応において：
• 帰国者・入国者に公共交通機関（PT）の利用を禁止。

車移動しかできない
• Social distancingで「密」を回避
⇒ 多くの人が一緒に利用するPTでは、「密」が不可避

公共交通機関利用は平時ならではの取組み



どんな取組みができるか？
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視聴中のあなたは
何ができる？

あるいは、既に何か
している？

地方都市の中心部に居住
している私なら、

②、③、④はすぐ可能。

まあできる

できないできる



スマートムーブをより進めるには

• 現状は

– 徒歩で安全に容易に移動できる人が対象

– 屋内から屋外や乗り場まで（とその逆）の移動手段

がない人は実施困難
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• 必要な対応は

– 徒歩での移動に困難、補助／支援の必要な人も安心

して移動手段まで到達できる状況にすること

• そのためには

– 徒歩での移動がしやすい（道路）環境の整備

– 安心して屋内から屋外の乗り場等まで利用

可能な小さな移動手段（モビリティ）の提供
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新たな移動手段（モビリティ）開発の方針

• 高齢者をはじめ老若男女が安心・安全、快適に利用する

ことができて、

• 歩行者と共存し、

• 屋内から公共交通機関等の移動手段の乗り場までの継ぎ

目の無い移動を実現する、

• 「形態変化可能な携帯型電動極小モビリティ」を開発。

• 特徴は、軽量、コンパクト、電動、多目的対応、電池残

量がなくなっても利用できること。
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極小モビリティ

モビリティの活用範囲
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極小モビリティ
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極小モビリティの3形態
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シニアカー
モード

キックスケーター
モード

シルバーカー
モード

変形し、多目的に対応することから、英語表現では、

「マルチパーパスモビリティ」と呼んでいる

＊ 株式会社アキュレイトシステムズ、豊田鉄工株式会社との共同開発である。



極小モビリティの諸元
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21

車椅子を容易に押すことができるのは、

⇒ 容易に押すことは困難。がんばる必要。

こんな時は？
①被介護者が大きく重い
②登り坂
③表面が凸凹、柔らかい
④介護者が疲れている時

介護/福祉でのモビリティの利用可能性

 介護者の力が強い
 介護者が被介護者より大きい
 平らで傾斜無しの移動面
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介護者

被介護者

→ 極小モビリティを連結したら支援可能？



自立、介護等での極小モビリティの使い方

国立環境研究所公開シンポジウム2020 22

自立支援型

他者支援型

他者支援型
＊ 株式会社アキュレイトシステ
ムズ、豊田鉄工株式会社、東京都
市大学と共同開発中である。

シニアカーモード

キックスケーターモード

シルバーカーモード
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極小モビリティの試乗会の様子から利用イメージ
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小さい子と二人
乗りして安全に
移動、散歩など

杖を使う人と会話
しながら一緒に楽

しく移動

足を怪我した友
人と一緒に外出、

散歩など



極小モビリティが動いている映像
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スマートムーブがすすめる交通
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自宅
車でドアツードアで 観光地/会社

/学校等

③電気自動車EV、燃料電池車(FCV)、
(プラグイン)ハイブリッド車

乗用車による移動から

徒歩・自転車等と

公共交通機関による移動へ

①公共交通機関（鉄道、バス等）

駅／マチ
駅／

レンタル店

③エコドライブ：やさしい運転

バス停

①バス

②徒歩・
自転車等

バス停

①バス

②徒歩・
自転車等



極小モビリティ等含むスマートムーブ
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極小モビリティの電力消費率（参考）
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大手メーカー製の同種移動手段と比べて、実績値は

ほぼ同じもしくは若干良いが、改善余地はある



まとめ

• 極小モビリティは、過度に車に依存しない社会を目指し

たスマートムーブの取組を、①徒歩で容易に移動できる

人がよりすすめるため、②徒歩での移動が困難な人でも

できるようにと、研究開発を始めたもの。

• 超高齢化社会等での介護対応としての極小モビリティの

利用法に思い至り、現在開発改善しているところ。

• 快適な移動をして気づいたら低炭素にも貢献していたと

いう成果に向けて、あらゆる人にエコな移動を実現する

べく、引き続き研究を続けていきます。
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ご清聴、有り難うございました。

本発表で紹介した極小モビリティ研究に
興味のある方は、遠慮無くご連絡ください。

新しい乗り物とその利用できる環境を
一緒に作っていきませんか？
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