
インターネットインターネットインターネットインターネットITSITSITSITSからクラウドからクラウドからクラウドからクラウドITSITSITSITSへへへへインターネットインターネットインターネットインターネットITSITSITSITSからクラウドからクラウドからクラウドからクラウドITSITSITSITSへへへへ

ワイヤレスジャパンワイヤレスジャパンワイヤレスジャパンワイヤレスジャパン２０１０２０１０２０１０２０１０
無線技術応用産業展無線技術応用産業展無線技術応用産業展無線技術応用産業展２０１０２０１０２０１０２０１０・・・・2010年度第年度第年度第年度第1回回回回IIC情報交換会情報交換会情報交換会情報交換会 2010．．．．7．．．．16

インターネットインターネットインターネットインターネットITSITSITSITSからクラウドからクラウドからクラウドからクラウドITSITSITSITSへへへへ

新事業領域の“創造“から”実展開”へのフエーズへ新事業領域の“創造“から”実展開”へのフエーズへ新事業領域の“創造“から”実展開”へのフエーズへ新事業領域の“創造“から”実展開”へのフエーズへ

インターネットインターネットインターネットインターネットITSITSITSITSからクラウドからクラウドからクラウドからクラウドITSITSITSITSへへへへ

新事業領域の“創造“から”実展開”へのフエーズへ新事業領域の“創造“から”実展開”へのフエーズへ新事業領域の“創造“から”実展開”へのフエーズへ新事業領域の“創造“から”実展開”へのフエーズへ
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インターネットＩＴＳ協議会事務局長インターネットＩＴＳ協議会事務局長インターネットＩＴＳ協議会事務局長インターネットＩＴＳ協議会事務局長
時津時津時津時津 直樹直樹直樹直樹



本日本日本日本日のプログラムのプログラムのプログラムのプログラム （（（（確認確認確認確認））））

14141414：：：：15151515----14141414：：：：25252525 辻本辻本辻本辻本 圭助様圭助様圭助様圭助様((((経産省製剤産業局自動車課経産省製剤産業局自動車課経産省製剤産業局自動車課経産省製剤産業局自動車課ITSITSITSITS推進室長推進室長推進室長推進室長))))

14141414：：：：25252525----15151515：：：：10101010 基調講演基調講演基調講演基調講演「「「「インターネットインターネットインターネットインターネットITSITSITSITS事業化事業化事業化事業化にににに向向向向けてけてけてけて」」」」
宮川宮川宮川宮川 潤一様潤一様潤一様潤一様((((ナビポータルナビポータルナビポータルナビポータル㈱㈱㈱㈱代表取締役社長代表取締役社長代表取締役社長代表取締役社長))))インターネットインターネットインターネットインターネットITSITSITSITSによるによるによるによる「「「「新新新新しいしいしいしい社会社会社会社会のののの創造創造創造創造」」」」にににに関関関関してしてしてして

具体的活動具体的活動具体的活動具体的活動についておについておについておについてお話頂話頂話頂話頂いたいたいたいた。。。。15151515：：：：20202020----17171717：：：：30303030 <<<<講演会講演会講演会講演会>>>>「「「「““““インターネットインターネットインターネットインターネットITSITSITSITS事業化事業化事業化事業化””””最前線最前線最前線最前線」」」」

15151515：：：：20202020----17171717：：：：55555555 講演講演講演講演1111「「「「車載車載車載車載ITITITITをををを活用活用活用活用したしたしたした救急医療体制救急医療体制救急医療体制救急医療体制のののの全体最適化全体最適化全体最適化全体最適化」」」」
小倉小倉小倉小倉 真治様真治様真治様真治様((((岐阜大学大学院教授岐阜大学大学院教授岐阜大学大学院教授岐阜大学大学院教授 高次救命治療高次救命治療高次救命治療高次救命治療センターセンターセンターセンター長長長長))))

16161616：：：：00000000----16161616：：：：35353535 講演講演講演講演2222～～～～IICIICIICIIC車載機搭載車載機搭載車載機搭載車載機搭載によるによるによるによる次世代物流次世代物流次世代物流次世代物流システムのシステムのシステムのシステムの構築例構築例構築例構築例～～～～
「「「「SeeSeeSeeSee----TTTT NaviNaviNaviNavi導入導入導入導入によるによるによるによる安全安全安全安全・エコ・エコ・エコ・エコ運転運転運転運転のののの実践実践実践実践をををを目指目指目指目指してしてしてして」」」」
藤口藤口藤口藤口 英治様英治様英治様英治様((((ヤマトヤマトヤマトヤマト運輸運輸運輸運輸㈱㈱㈱㈱CSRCSRCSRCSR推進部長推進部長推進部長推進部長))))

具体的活動具体的活動具体的活動具体的活動についておについておについておについてお話頂話頂話頂話頂いたいたいたいた。。。。

今回今回今回今回はオープンセミナーではオープンセミナーではオープンセミナーではオープンセミナーで、、、、IICIICIICIIC会員以外会員以外会員以外会員以外のののの方方方方もももも多数多数多数多数おみおみおみおみ
えになるのでえになるのでえになるのでえになるので

インターネットインターネットインターネットインターネットITSITSITSITS設立設立設立設立のののの主旨主旨主旨主旨とととと活動活動活動活動のののの経過経過経過経過
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16161616：：：：40404040----17171717：：：：00000000 講演講演講演講演３３３３「「「「インターネットインターネットインターネットインターネットITSITSITSITSからクラウドからクラウドからクラウドからクラウドITSITSITSITSへへへへ」」」」
時津時津時津時津 直樹直樹直樹直樹(IIC(IIC(IIC(IIC事務局長事務局長事務局長事務局長))))

17171717：：：：00000000 閉会閉会閉会閉会

とととと将来将来将来将来のののの方向性方向性方向性方向性についておについておについておについてお話話話話したいしたいしたいしたい。。。。



IIC設立総会(2002.10.29)＠東京會舘
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2009
事業化：官事業化：官事業化：官事業化：官
車載車載車載車載ITを中心とした緊急医療体制構築（救急車）を中心とした緊急医療体制構築（救急車）を中心とした緊急医療体制構築（救急車）を中心とした緊急医療体制構築（救急車）

2010
事業化：民事業化：民事業化：民事業化：民
安全でエコな車載システム構築（配送車）安全でエコな車載システム構築（配送車）安全でエコな車載システム構築（配送車）安全でエコな車載システム構築（配送車）

2008 IIC車載機でのビジネスモデルを提示

車載車載車載車載ITを中心とした緊急医療体制構築（救急車）を中心とした緊急医療体制構築（救急車）を中心とした緊急医療体制構築（救急車）を中心とした緊急医療体制構築（救急車）

2006

2005 インターネットITS通り ITS  EXPOツアー

プラットフォーム仕様書第二版発行

2007 IIC車載機プロトタイプを発表
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2001 経済産業省プロジェクト参画

2002 インターネットITS協議会（IIC）設立

2003 プラットフォーム仕様書第一版発行

2004 ITS世界会議名古屋



2009
事業化：官事業化：官事業化：官事業化：官
車載車載車載車載ITを中心とした緊急医療体制構築（救急車）を中心とした緊急医療体制構築（救急車）を中心とした緊急医療体制構築（救急車）を中心とした緊急医療体制構築（救急車）

2010
事業化：民事業化：民事業化：民事業化：民
安全でエコな車載システム構築（配送車）安全でエコな車載システム構築（配送車）安全でエコな車載システム構築（配送車）安全でエコな車載システム構築（配送車）

2008 IIC車載機でのビジネスモデルを提示

車載車載車載車載ITを中心とした緊急医療体制構築（救急車）を中心とした緊急医療体制構築（救急車）を中心とした緊急医療体制構築（救急車）を中心とした緊急医療体制構築（救急車）

2006

2005 インターネットITS通り ITS  EXPOツアー

プラットフォーム仕様書第二版発行

2007 IIC車載機プロトタイプを発表

5
2001 経済産業省プロジェクト参画

2002 インターネットITS協議会（IIC）設立

2003 プラットフォーム仕様書第一版発行

2004 ITS世界会議名古屋



２００２年時点での展望（予言）２００２年時点での展望（予言）２００２年時点での展望（予言）２００２年時点での展望（予言）

情報化が加速的に進展している中で、生活のすべての場面で情報を自由に
扱える社会が実現しつつある。 オフィス・ホーム・人はすでにネットワ
ーク化されている。 あと、残された移動体がその仲間に入ればあらゆる
シーンでの情報化が完了する。

移動体のネット化は、単に情報社会への参画に止まらずより良い新しい交

・・・・２０１０年には２０１０年には２０１０年には２０１０年には全ての移動体（Ｍ全ての移動体（Ｍ全ての移動体（Ｍ全ての移動体（Ｍobileobileobileobile)がネットワーク化されるがネットワーク化されるがネットワーク化されるがネットワーク化される

移動体のネット化は、単に情報社会への参画に止まらずより良い新しい交
通社会を実現することができる。より安全で快適で環境に優しい自動車社
会（ＩＴＳ）を構築すると共に、ネット化により今まで無かったビジネス
社会が創出される。

以下の予測の実現に向けた活動を進めて行く
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・・・・２０１０年には２０１０年には２０１０年には２０１０年には全ての移動体（Ｍ全ての移動体（Ｍ全ての移動体（Ｍ全ての移動体（Ｍobileobileobileobile)がネットワーク化されるがネットワーク化されるがネットワーク化されるがネットワーク化される
・シームレスな情報社会が実現する・シームレスな情報社会が実現する・シームレスな情報社会が実現する・シームレスな情報社会が実現する
・あらゆるシーンで人を中心とした新しいビジネスが創出される・あらゆるシーンで人を中心とした新しいビジネスが創出される・あらゆるシーンで人を中心とした新しいビジネスが創出される・あらゆるシーンで人を中心とした新しいビジネスが創出される

新新新新しいしいしいしいMobileMobileMobileMobileライフがライフがライフがライフが出現出現出現出現するするするする



CPCPCPCP CPCPCPCP CPCPCPCP CPCPCPCP

・コンテンツプロバイダ・コンテンツプロバイダ・コンテンツプロバイダ・コンテンツプロバイダ
・地図／音楽配信・地図／音楽配信・地図／音楽配信・地図／音楽配信
・保険／金融・保険／金融・保険／金融・保険／金融
・ロードサービス・ロードサービス・ロードサービス・ロードサービス
・セキュリティサービス・セキュリティサービス・セキュリティサービス・セキュリティサービスetcetcetcetc

事業化に必要な全てのプレイヤーが協議会に集結し事業化に必要な全てのプレイヤーが協議会に集結し事業化に必要な全てのプレイヤーが協議会に集結し事業化に必要な全てのプレイヤーが協議会に集結し
新たな事業の創出を目指す新たな事業の創出を目指す新たな事業の創出を目指す新たな事業の創出を目指す

IICIICIICIICのののの会員構造会員構造会員構造会員構造
共通共通共通共通のののの基盤基盤基盤基盤でででで自由自由自由自由につなぎあえるにつなぎあえるにつなぎあえるにつなぎあえる世界世界世界世界

ASPASPASPASP ASPASPASPASP

インターネットインターネットインターネットインターネットITSITSITSITS

・セキュリティサービス・セキュリティサービス・セキュリティサービス・セキュリティサービスetcetcetcetc

・ＡＳＰ事業者・ＡＳＰ事業者・ＡＳＰ事業者・ＡＳＰ事業者
・決済／セキュリティ・決済／セキュリティ・決済／セキュリティ・決済／セキュリティ
・ミドルウェア・ミドルウェア・ミドルウェア・ミドルウェア

・ＩＳＰ・ＩＳＰ・ＩＳＰ・ＩＳＰ
・システムインテグレータ・システムインテグレータ・システムインテグレータ・システムインテグレータ
・プラットフォーム事業者・プラットフォーム事業者・プラットフォーム事業者・プラットフォーム事業者
・サーバーベンダ・サーバーベンダ・サーバーベンダ・サーバーベンダ

ASPASPASPASP
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ユーザユーザユーザユーザ

通信メディア通信メディア通信メディア通信メディア
・電話系・電話系・電話系・電話系
・ホットスポット系（官、民）・ホットスポット系（官、民）・ホットスポット系（官、民）・ホットスポット系（官、民）
・デジタル放送系・デジタル放送系・デジタル放送系・デジタル放送系

・自動車メーカ・自動車メーカ・自動車メーカ・自動車メーカ
・自動車部品メーカ・自動車部品メーカ・自動車部品メーカ・自動車部品メーカ
・車載機器メーカ・車載機器メーカ・車載機器メーカ・車載機器メーカ

・・・・B to GB to GB to GB to G、、、、B to BB to BB to BB to B（公共、民）（公共、民）（公共、民）（公共、民）
・・・・B to CB to CB to CB to C（一般ドライバ）（一般ドライバ）（一般ドライバ）（一般ドライバ）



０９年事業モデル発表０９年事業モデル発表０９年事業モデル発表０９年事業モデル発表０９年事業モデル発表０９年事業モデル発表０９年事業モデル発表０９年事業モデル発表

8年年年年のののの活動後活動後活動後活動後、、、、IIC世界へ詰めの最終段階

2003年3月資料

０８年度 車載機発表
０７年度 車載機コンセプト

10年度成果発表会年度成果発表会年度成果発表会年度成果発表会

具体的具体的具体的具体的なななな事業事業事業事業モデルモデルモデルモデル

０６年事業化に活動軸移行０６年事業化に活動軸移行０６年事業化に活動軸移行０６年事業化に活動軸移行０６年事業化に活動軸移行０６年事業化に活動軸移行０６年事業化に活動軸移行０６年事業化に活動軸移行

０５０５０５０５年度年度年度年度 愛愛愛愛・・・・地球博地球博地球博地球博

成果発表会成果発表会成果発表会成果発表会

０４０４０４０４年度年度年度年度 ITS世界会議世界会議世界会議世界会議

名古屋総会名古屋総会名古屋総会名古屋総会

成果発表会成果発表会成果発表会成果発表会
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０２年１０月９６社でスタート０２年１０月９６社でスタート０２年１０月９６社でスタート０２年１０月９６社でスタート０２年１０月９６社でスタート０２年１０月９６社でスタート０２年１０月９６社でスタート０２年１０月９６社でスタート

０３０３０３０３年度年度年度年度 合同実験合同実験合同実験合同実験

０２年インターネットＩＴＳ発祥０２年インターネットＩＴＳ発祥０２年インターネットＩＴＳ発祥０２年インターネットＩＴＳ発祥０２年インターネットＩＴＳ発祥０２年インターネットＩＴＳ発祥０２年インターネットＩＴＳ発祥０２年インターネットＩＴＳ発祥

０１年０１年０１年０１年０１年０１年０１年０１年 プローブでスタートプローブでスタートプローブでスタートプローブでスタートプローブでスタートプローブでスタートプローブでスタートプローブでスタート

２０１０２０１０２０１０２０１０年年年年にににに向向向向けたマイルストーンけたマイルストーンけたマイルストーンけたマイルストーン（（（（目標目標目標目標））））



当初から事業化に対しての3つの壁が存在していた

１１１１））））通信通信通信通信のののの壁壁壁壁 （（（（高速高速高速高速・・・・定額定額定額定額・・・・常時接続常時接続常時接続常時接続をををを前提前提前提前提にににに開始開始開始開始））））
８８８８年間年間年間年間でででで ・・・・・・・・・・・・ 選択可能選択可能選択可能選択可能なななな時代時代時代時代（（（（メディアフリーメディアフリーメディアフリーメディアフリー））））

事業化事業化事業化事業化へのへのへのへの課題課題課題課題とととと対応状況対応状況対応状況対応状況

８８８８年間年間年間年間でででで ・・・・・・・・・・・・ 選択可能選択可能選択可能選択可能なななな時代時代時代時代（（（（メディアフリーメディアフリーメディアフリーメディアフリー））））
２００２２００２２００２２００２年年年年ワイヤレスジャパンからスタートワイヤレスジャパンからスタートワイヤレスジャパンからスタートワイヤレスジャパンからスタート

２２２２））））車載機車載機車載機車載機のののの壁壁壁壁 （（（（何何何何でもできるでもできるでもできるでもできる車載車載車載車載システムをシステムをシステムをシステムを準備準備準備準備するするするする））））
汎用車載機汎用車載機汎用車載機汎用車載機 ・・・・・・・・・・・・ 技術進化技術進化技術進化技術進化でででで可能可能可能可能にににに（（（（デバイスフリーデバイスフリーデバイスフリーデバイスフリー））））

ナビナビナビナビ → 通信通信通信通信ナビナビナビナビ → 汎用車載機汎用車載機汎用車載機汎用車載機

３３３３））））ビジネスモデルビジネスモデルビジネスモデルビジネスモデル化化化化のののの壁壁壁壁 （（（（相互相互相互相互にににに利活用出来利活用出来利活用出来利活用出来るるるる世界世界世界世界のののの創出創出創出創出をををを））））
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３３３３））））ビジネスモデルビジネスモデルビジネスモデルビジネスモデル化化化化のののの壁壁壁壁 （（（（相互相互相互相互にににに利活用出来利活用出来利活用出来利活用出来るるるる世界世界世界世界のののの創出創出創出創出をををを））））

IICIICIICIICモデルモデルモデルモデル ・・・・・・・・・・・・ 仮説仮説仮説仮説モデルのモデルのモデルのモデルの実証実証実証実証によりによりによりにより
具体具体具体具体ユーザーユーザーユーザーユーザー出現出現出現出現 （（（（公共公共公共公共・・・・民間民間民間民間システムシステムシステムシステム））））

いずれもいずれもいずれもいずれも実現実現実現実現のののの方向方向方向方向へへへへ！！！！



インフラインフラインフラインフラ（（（（外部情報社会外部情報社会外部情報社会外部情報社会））））

連携連携連携連携システムシステムシステムシステム

カーナビからのロードマップカーナビからのロードマップカーナビからのロードマップカーナビからのロードマップ
2003200320032003年年年年にににに想定想定想定想定

・・・・車両車両車両車両ＩＴＩＴＩＴＩＴ化化化化のののの中心中心中心中心カーナビはカーナビはカーナビはカーナビは日本発日本発日本発日本発のののの自動車文化自動車文化自動車文化自動車文化であるであるであるである
・・・・車両情報系車両情報系車両情報系車両情報系はナビをはナビをはナビをはナビを経由経由経由経由してしてしてして車両外部車両外部車両外部車両外部とのとのとのとの連携連携連携連携をををを進進進進めつつあるめつつあるめつつあるめつつある

車載機車載機車載機車載機へのアプローチへのアプローチへのアプローチへのアプローチ：：：：汎用車載汎用車載汎用車載汎用車載プラットフォームのプラットフォームのプラットフォームのプラットフォームの構想構想構想構想

自動車自動車自動車自動車のののの
情報性能情報性能情報性能情報性能

ＣＤナビＣＤナビＣＤナビＣＤナビ

ＨＤＤナビＨＤＤナビＨＤＤナビＨＤＤナビ
ＤＶＤナビＤＶＤナビＤＶＤナビＤＶＤナビ

通信ナビ通信ナビ通信ナビ通信ナビ

汎用車載汎用車載汎用車載汎用車載プラットフオームプラットフオームプラットフオームプラットフオーム

汎用汎用汎用汎用OS JAVA OSGI

モバイルルータモバイルルータモバイルルータモバイルルータ ・・・・・・・・・・・・・・・・

新新新新サービスシステムサービスシステムサービスシステムサービスシステム

２０１０２０１０２０１０２０１０

情報性能情報性能情報性能情報性能

新新新新しいサービスしいサービスしいサービスしいサービス

１９８５１９８５１９８５１９８５
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車両連携車両連携車両連携車両連携システムシステムシステムシステム

汎用車載汎用車載汎用車載汎用車載プラットフォームはプラットフォームはプラットフォームはプラットフォームは車両車両車両車両とととと外部外部外部外部をつなぐゲートウェイとなるをつなぐゲートウェイとなるをつなぐゲートウェイとなるをつなぐゲートウェイとなる

ここをここをここをここを握握握握るるるる事事事事がががが次世代次世代次世代次世代へのへのへのへの重要重要重要重要なカギとなるなカギとなるなカギとなるなカギとなる



車載機の考え方車載機の考え方車載機の考え方車載機の考え方

・・・・ＯＰＥＮな情報事業環境を創る

サービスが相互に連携できる構造

ミニマムな事業リソースで

・乱暴な条件設定
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コスト ２分の１

機能 ２倍



基本処理機能基本処理機能基本処理機能基本処理機能
・・・・複数複数複数複数のののの通信処理通信処理通信処理通信処理
・・・・車両位置情報処理車両位置情報処理車両位置情報処理車両位置情報処理
・カメラ・カメラ・カメラ・カメラ情報収集情報収集情報収集情報収集・・・・処理処理処理処理
・・・・車両情報収集車両情報収集車両情報収集車両情報収集・・・・処理処理処理処理
・・・・外部機器接続外部機器接続外部機器接続外部機器接続
・オーディオ・オーディオ・オーディオ・オーディオ処理処理処理処理
・ナビげーション・ナビげーション・ナビげーション・ナビげーション

ＡＰＡＰＡＰＡＰ処理機能処理機能処理機能処理機能
・・・・ＪＡＶＡＪＡＶＡＪＡＶＡＪＡＶＡによるによるによるによるＡＰＬＡＰＬＡＰＬＡＰＬ追加追加追加追加
・・・・ＵＩＵＩＵＩＵＩののののＤＬＤＬＤＬＤＬ変更変更変更変更
・・・・ＤＬＤＬＤＬＤＬ通信手順通信手順通信手順通信手順のののの変更変更変更変更
・センター・センター・センター・センター通信情報設定通信情報設定通信情報設定通信情報設定・・・・変更変更変更変更
・・・・
・・・・

例：IIC車載機一台で実現したい機能洗い出し（B2B）

・ナビげーション・ナビげーション・ナビげーション・ナビげーション
・・・・緊急通報緊急通報緊急通報緊急通報

アプリケーションアプリケーションアプリケーションアプリケーション（（（（標準標準標準標準））））
・デジタルタコグラフ・デジタルタコグラフ・デジタルタコグラフ・デジタルタコグラフ
・ドライブレコーダー・ドライブレコーダー・ドライブレコーダー・ドライブレコーダー
・・・・運行運行運行運行・・・・配送指示配送指示配送指示配送指示
・・・・訪問先訪問先訪問先訪問先（（（（ユーザーユーザーユーザーユーザー））））情報提供情報提供情報提供情報提供
・・・・勤務情報収集勤務情報収集勤務情報収集勤務情報収集・・・・報告報告報告報告
・・・・道路道路道路道路・・・・交通交通交通交通・・・・災害情報収集報告災害情報収集報告災害情報収集報告災害情報収集報告

アプリケーションアプリケーションアプリケーションアプリケーション（（（（オプションオプションオプションオプション１１１１））））
・・・・車両周辺画像監視車両周辺画像監視車両周辺画像監視車両周辺画像監視
・レーンキーピング・レーンキーピング・レーンキーピング・レーンキーピング
・・・・先行車追尾先行車追尾先行車追尾先行車追尾（ＳＴＯＰ＆ＧＯ）（ＳＴＯＰ＆ＧＯ）（ＳＴＯＰ＆ＧＯ）（ＳＴＯＰ＆ＧＯ）
・・・・居眠居眠居眠居眠りりりり警告警告警告警告
・・・・省燃費運転指示省燃費運転指示省燃費運転指示省燃費運転指示
・・・・燃費計表示燃費計表示燃費計表示燃費計表示

・・・・
・・・・

アプリケーションアプリケーションアプリケーションアプリケーション（（（（オプションオプションオプションオプション２２２２））））
・・・・居眠居眠居眠居眠りりりり警告警告警告警告
・ドライバー・ドライバー・ドライバー・ドライバー健康管理健康管理健康管理健康管理
・・・・決済決済決済決済（（（（クレジットカードクレジットカードクレジットカードクレジットカード））））
・・・・決済決済決済決済（ＳＵＩＣＡ（ＳＵＩＣＡ（ＳＵＩＣＡ（ＳＵＩＣＡ等等等等））））
・・・・決済決済決済決済（（（（ポイントカードポイントカードポイントカードポイントカード
・エンターテナメント・エンターテナメント・エンターテナメント・エンターテナメント
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・・・・道路道路道路道路・・・・交通交通交通交通・・・・災害情報収集報告災害情報収集報告災害情報収集報告災害情報収集報告
・・・・ＥＴＣＥＴＣＥＴＣＥＴＣ
・・・・交通交通交通交通・・・・災害情報受信災害情報受信災害情報受信災害情報受信
・・・・車両車両車両車両メンテナンスメンテナンスメンテナンスメンテナンス情報収集情報収集情報収集情報収集・・・・報告報告報告報告
・・・・ＰＯＩＰＯＩＰＯＩＰＯＩ情報受信情報受信情報受信情報受信・・・・表示表示表示表示
・・・・広告受信広告受信広告受信広告受信・・・・表示表示表示表示

・・・・燃費計表示燃費計表示燃費計表示燃費計表示
・・・・ＰＯＩＰＯＩＰＯＩＰＯＩ画像情報収集画像情報収集画像情報収集画像情報収集
・・・・盗難通報盗難通報盗難通報盗難通報・・・・盗難防止盗難防止盗難防止盗難防止
・トレーラ・トレーラ・トレーラ・トレーラ管理管理管理管理
・・・・荷室温度荷室温度荷室温度荷室温度モニターモニターモニターモニター

・エンターテナメント・エンターテナメント・エンターテナメント・エンターテナメント
・・・・ＴＶＴＶＴＶＴＶ
・オーディオ・オーディオ・オーディオ・オーディオ
・ラジオ・ラジオ・ラジオ・ラジオ
・ゲーム・ゲーム・ゲーム・ゲーム
・・・・07年車載機事業化年車載機事業化年車載機事業化年車載機事業化WG設立設立設立設立（（（（24社社社社））））

コンセプトからコンセプトからコンセプトからコンセプトから実態実態実態実態へのへのへのへの活動開始活動開始活動開始活動開始



新新新新しいしいしいしい車載車載車載車載システムのコンセプトシステムのコンセプトシステムのコンセプトシステムのコンセプト

どんな車に乗せてもどんな車に乗せてもどんな車に乗せてもどんな車に乗せても
誰でもどこでも誰でもどこでも誰でもどこでも誰でもどこでも

自由にサービスが自由にサービスが自由にサービスが自由にサービスが

０７０７０７０７年年年年からからからから 開発開始開発開始開発開始開発開始

自由にサービスが自由にサービスが自由にサービスが自由にサービスが
受けれる受けれる受けれる受けれる

システムをシステムをシステムをシステムを

ほぼ完成ほぼ完成ほぼ完成ほぼ完成
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実用化フエーズへ実用化フエーズへ実用化フエーズへ実用化フエーズへ



２００８．３ 車載機開発品（提示）
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ＧＥＭＩＴＳ（経済産業省２００９年度事業）ＧＥＭＩＴＳ（経済産業省２００９年度事業）ＧＥＭＩＴＳ（経済産業省２００９年度事業）ＧＥＭＩＴＳ（経済産業省２００９年度事業）ＧＥＭＩＴＳ（経済産業省２００９年度事業）ＧＥＭＩＴＳ（経済産業省２００９年度事業）ＧＥＭＩＴＳ（経済産業省２００９年度事業）ＧＥＭＩＴＳ（経済産業省２００９年度事業） 展示中展示中展示中展示中展示中展示中展示中展示中
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IICIICIICIIC車載機導入事例車載機導入事例車載機導入事例車載機導入事例
岐阜県救急岐阜県救急岐阜県救急岐阜県救急システムシステムシステムシステム

2009200920092009年度年度年度年度 2222億円事業億円事業億円事業億円事業



会員の事業分野が拡大するための仕組み構想

IICビジネスモデルとビジネスモデルとビジネスモデルとビジネスモデルと検証検証検証検証

ビジネスビジネスビジネスビジネス

開発事業開発事業開発事業開発事業提案提案提案提案

販売販売販売販売

③③③③データベースデータベースデータベースデータベース

プローブ情報プローブ情報プローブ情報プローブ情報

民民民民

顧客顧客顧客顧客 共通事業エリア
事業創出エリア

機器機器機器機器
ソフトソフトソフトソフト

ＩＩＣ認定ＩＩＣ認定ＩＩＣ認定ＩＩＣ認定

機器機器機器機器
ソフトソフトソフトソフト

購入購入購入購入

収集収集収集収集

提供提供提供提供

官官官官

提示提示提示提示

②サービス事業②サービス事業②サービス事業②サービス事業

提示提示提示提示

①システム事業①システム事業①システム事業①システム事業

③③③③データベースデータベースデータベースデータベース
事業事業事業事業

会員事業会員事業会員事業会員事業

支援支援支援支援 ＤＢセンタＤＢセンタＤＢセンタＤＢセンタ

サービスサービスサービスサービス
ポータルポータルポータルポータル

事業開発のコアとして
（株）IIC設立
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ソフトソフトソフトソフト

販売販売販売販売 サービスサービスサービスサービス DATA収集収集収集収集

顧客車両顧客車両顧客車両顧客車両

Ｂ２ＧＢ２ＧＢ２ＧＢ２Ｇ Ｂ２ＢＢ２ＢＢ２ＢＢ２Ｂ Ｂ２Ｂ２ＣＢ２Ｂ２ＣＢ２Ｂ２ＣＢ２Ｂ２Ｃ B2C  

会員の事業エリア 会員の事業エリア



いつでも情報にアクセスできる世界いつでも情報にアクセスできる世界いつでも情報にアクセスできる世界いつでも情報にアクセスできる世界いつでも情報にアクセスできる世界いつでも情報にアクセスできる世界いつでも情報にアクセスできる世界いつでも情報にアクセスできる世界

コンテンツコンテンツコンテンツコンテンツ

ASPASPASPASP ASPASPASPASP ASPASPASPASP

今、実現したい世界今、実現したい世界今、実現したい世界今、実現したい世界

安全安全安全安全

快適快適快適快適サービスサービスサービスサービス ASPASPASPASP ASPASPASPASP ASPASPASPASP

インターネットインターネットインターネットインターネットITSITSITSITS

ネットワークネットワークネットワークネットワーク

利便利便利便利便

環境環境環境環境

安心安心安心安心

インターネットインターネットインターネットインターネットインターネットインターネットインターネットインターネット
そしてそしてそしてそして今今今今

クラウドクラウドクラウドクラウドＩＴＳＩＴＳＩＴＳＩＴＳ RRRR

26

携帯網／携帯網／携帯網／携帯網／DSRCDSRCDSRCDSRC網／無線網／無線網／無線網／無線LANLANLANLAN網／・・・・網／・・・・網／・・・・網／・・・・

人人人人 自動車自動車自動車自動車 鉄道鉄道鉄道鉄道 航空機航空機航空機航空機 オフィスオフィスオフィスオフィス 家庭家庭家庭家庭船舶船舶船舶船舶

安心安心安心安心



パワートレイン制御パワートレイン制御パワートレイン制御パワートレイン制御

エンジン制御（ｶﾞｿﾘﾝ＆ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ）エンジン制御（ｶﾞｿﾘﾝ＆ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ）エンジン制御（ｶﾞｿﾘﾝ＆ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ）エンジン制御（ｶﾞｿﾘﾝ＆ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ）
トランスミッショントランスミッショントランスミッショントランスミッション

走行制御走行制御走行制御走行制御

ＶＳＣ（ＶＳＣ（ＶＳＣ（ＶＳＣ（Vehicle Stability Cont.Vehicle Stability Cont.Vehicle Stability Cont.Vehicle Stability Cont.））））
パワーステアリング制御パワーステアリング制御パワーステアリング制御パワーステアリング制御

ボディー制御ボディー制御ボディー制御ボディー制御

エアコンシステムエアコンシステムエアコンシステムエアコンシステム
エアバッグシステムエアバッグシステムエアバッグシステムエアバッグシステム

１１１１））））車自身車自身車自身車自身のののの進化進化進化進化 （（（（ITSITSITSITS前夜前夜前夜前夜））））
1980198019801980～～～～2000200020002000 カーエレクトロニクスによるカーエレクトロニクスによるカーエレクトロニクスによるカーエレクトロニクスによる急激急激急激急激なななな進化進化進化進化

自動車自動車自動車自動車のののの立場立場立場立場からからからから見見見見るとるとるとると

情報機能情報機能情報機能情報機能

トランスミッショントランスミッショントランスミッショントランスミッション
スロットル制御スロットル制御スロットル制御スロットル制御
イグナイタイグナイタイグナイタイグナイタ
ディストリビュータレスイグニッションディストリビュータレスイグニッションディストリビュータレスイグニッションディストリビュータレスイグニッション

パワーステアリング制御パワーステアリング制御パワーステアリング制御パワーステアリング制御
４ＷＤ制御４ＷＤ制御４ＷＤ制御４ＷＤ制御
サスペンス制御サスペンス制御サスペンス制御サスペンス制御
車両姿勢制御車両姿勢制御車両姿勢制御車両姿勢制御
ＡＢＳ制御ＡＢＳ制御ＡＢＳ制御ＡＢＳ制御 （（（（AntiAntiAntiAnti----lock Brake Sys.lock Brake Sys.lock Brake Sys.lock Brake Sys.））））
トラクション制御トラクション制御トラクション制御トラクション制御
クルーズ制御クルーズ制御クルーズ制御クルーズ制御

エアバッグシステムエアバッグシステムエアバッグシステムエアバッグシステム
ドアコントロールシステムドアコントロールシステムドアコントロールシステムドアコントロールシステム
キーレスエントリーキーレスエントリーキーレスエントリーキーレスエントリー
イモビライザーシステムイモビライザーシステムイモビライザーシステムイモビライザーシステム
ランプ制御ランプ制御ランプ制御ランプ制御

自動車が良くなる自動車が良くなる自動車が良くなる自動車が良くなる
単独で単独で単独で単独で

ＡＬＬＡＬＬＡＬＬＡＬＬ エレクトロニクス化エレクトロニクス化エレクトロニクス化エレクトロニクス化

１００個近いＥＣＵ搭載１００個近いＥＣＵ搭載１００個近いＥＣＵ搭載１００個近いＥＣＵ搭載
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ＡＶシステムＡＶシステムＡＶシステムＡＶシステム
ラジオラジオラジオラジオ
ｵｰﾃﾞｨｵｵｰﾃﾞｨｵｵｰﾃﾞｨｵｵｰﾃﾞｨｵ
ＴＶＴＶＴＶＴＶ

ナビゲーションシステムナビゲーションシステムナビゲーションシステムナビゲーションシステム

情報機能情報機能情報機能情報機能

制御機能制御機能制御機能制御機能のののの向上向上向上向上
新機能新機能新機能新機能のののの追加追加追加追加

↓↓↓↓
自動車性能自動車性能自動車性能自動車性能のののの向上向上向上向上

日本自動車産業日本自動車産業日本自動車産業日本自動車産業のののの世界展開世界展開世界展開世界展開

付加価値増付加価値増付加価値増付加価値増
市場拡大市場拡大市場拡大市場拡大
産業規模拡大産業規模拡大産業規模拡大産業規模拡大

ＡＬＬＡＬＬＡＬＬＡＬＬ エレクトロニクス化エレクトロニクス化エレクトロニクス化エレクトロニクス化



パワートレイン制御パワートレイン制御パワートレイン制御パワートレイン制御

エンジン制御（ｶﾞｿﾘﾝ＆ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ）エンジン制御（ｶﾞｿﾘﾝ＆ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ）エンジン制御（ｶﾞｿﾘﾝ＆ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ）エンジン制御（ｶﾞｿﾘﾝ＆ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ）
トランスミッショントランスミッショントランスミッショントランスミッション
スロットル制御スロットル制御スロットル制御スロットル制御
イグナイタイグナイタイグナイタイグナイタ

走行制御走行制御走行制御走行制御

ＶＳＣ（ＶＳＣ（ＶＳＣ（ＶＳＣ（Vehicle Stability Cont.Vehicle Stability Cont.Vehicle Stability Cont.Vehicle Stability Cont.））））
パワーステアリング制御パワーステアリング制御パワーステアリング制御パワーステアリング制御
４ＷＤ制御４ＷＤ制御４ＷＤ制御４ＷＤ制御
サスペンス制御サスペンス制御サスペンス制御サスペンス制御

ボディー制御ボディー制御ボディー制御ボディー制御

エアコンシステムエアコンシステムエアコンシステムエアコンシステム
エアバッグシステムエアバッグシステムエアバッグシステムエアバッグシステム
ドアコントロールシステムドアコントロールシステムドアコントロールシステムドアコントロールシステム
キーレスエントリーキーレスエントリーキーレスエントリーキーレスエントリー

2001200120012001～～～～2007200720072007 外部社会外部社会外部社会外部社会とのとのとのとの連携機能追加連携機能追加連携機能追加連携機能追加

２２２２））））インフラインフラインフラインフラ連携連携連携連携 （（（（ITSITSITSITS））））

情報制御情報制御情報制御情報制御

イグナイタイグナイタイグナイタイグナイタ
ディストリビュータレスイグニッションディストリビュータレスイグニッションディストリビュータレスイグニッションディストリビュータレスイグニッション

サスペンス制御サスペンス制御サスペンス制御サスペンス制御
車両姿勢制御車両姿勢制御車両姿勢制御車両姿勢制御
ＡＢＳ制御ＡＢＳ制御ＡＢＳ制御ＡＢＳ制御 （（（（AntiAntiAntiAnti----lock Brake Sys.lock Brake Sys.lock Brake Sys.lock Brake Sys.））））
トラクション制御トラクション制御トラクション制御トラクション制御
クルーズ制御クルーズ制御クルーズ制御クルーズ制御

キーレスエントリーキーレスエントリーキーレスエントリーキーレスエントリー
イモビライザーシステムイモビライザーシステムイモビライザーシステムイモビライザーシステム
ランプ制御ランプ制御ランプ制御ランプ制御

ＡＶシステムＡＶシステムＡＶシステムＡＶシステム
ラジオラジオラジオラジオ

ＶＩＣＳＶＩＣＳＶＩＣＳＶＩＣＳ

情報通信制御情報通信制御情報通信制御情報通信制御

自動車が良くなる自動車が良くなる自動車が良くなる自動車が良くなる
連携で連携で連携で連携で
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ラジオラジオラジオラジオ
ｵｰﾃﾞｨｵｵｰﾃﾞｨｵｵｰﾃﾞｨｵｵｰﾃﾞｨｵ
ＴＶＴＶＴＶＴＶ

ナビゲーションシステムナビゲーションシステムナビゲーションシステムナビゲーションシステム
ナビ連動制御ナビ連動制御ナビ連動制御ナビ連動制御

ダイアグシステムダイアグシステムダイアグシステムダイアグシステム
車内ＬＡＮ車内ＬＡＮ車内ＬＡＮ車内ＬＡＮ
カメラシステムカメラシステムカメラシステムカメラシステム

ＥＴＣＥＴＣＥＴＣＥＴＣ

ＤＳＲＣＤＳＲＣＤＳＲＣＤＳＲＣ

ＴＥＬＥＭＡＴＩＣＳＴＥＬＥＭＡＴＩＣＳＴＥＬＥＭＡＴＩＣＳＴＥＬＥＭＡＴＩＣＳ

ＣＲＭＣＲＭＣＲＭＣＲＭ ＶＲＭＶＲＭＶＲＭＶＲＭ

セキュリティーセキュリティーセキュリティーセキュリティー

外部外部外部外部とのとのとのとの連携制御連携制御連携制御連携制御でででで
新新新新システムシステムシステムシステム登場登場登場登場

↓↓↓↓
車車車車がががが

社会社会社会社会のののの一員一員一員一員へなるへなるへなるへなる前兆前兆前兆前兆



パワートレイン制御パワートレイン制御パワートレイン制御パワートレイン制御

エンジン制御（ｶﾞｿﾘﾝ＆ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ）エンジン制御（ｶﾞｿﾘﾝ＆ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ）エンジン制御（ｶﾞｿﾘﾝ＆ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ）エンジン制御（ｶﾞｿﾘﾝ＆ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ）
トランスミッショントランスミッショントランスミッショントランスミッション
スロットル制御スロットル制御スロットル制御スロットル制御
イグナイタイグナイタイグナイタイグナイタ
ディストリビュータレスイグニッションディストリビュータレスイグニッションディストリビュータレスイグニッションディストリビュータレスイグニッション

走行制御走行制御走行制御走行制御

ＶＳＣ（ＶＳＣ（ＶＳＣ（ＶＳＣ（Vehicle Stability Cont.Vehicle Stability Cont.Vehicle Stability Cont.Vehicle Stability Cont.））））
パワーステアリング制御パワーステアリング制御パワーステアリング制御パワーステアリング制御
４ＷＤ制御４ＷＤ制御４ＷＤ制御４ＷＤ制御
サスペンス制御サスペンス制御サスペンス制御サスペンス制御
車両姿勢制御車両姿勢制御車両姿勢制御車両姿勢制御

ボディー制御ボディー制御ボディー制御ボディー制御

エアコンシステムエアコンシステムエアコンシステムエアコンシステム
エアバッグシステムエアバッグシステムエアバッグシステムエアバッグシステム
ドアコントロールシステムドアコントロールシステムドアコントロールシステムドアコントロールシステム
キーレスエントリーキーレスエントリーキーレスエントリーキーレスエントリー
イモビライザーシステムイモビライザーシステムイモビライザーシステムイモビライザーシステム

2008200820082008～～～～ 環境対応制御環境対応制御環境対応制御環境対応制御のののの時代時代時代時代へへへへ（（（（社会構造社会構造社会構造社会構造のののの大変化対応大変化対応大変化対応大変化対応））））

３３３３））））社会連携社会連携社会連携社会連携 （（（（次世代次世代次世代次世代ITSITSITSITS））））

ディストリビュータレスイグニッションディストリビュータレスイグニッションディストリビュータレスイグニッションディストリビュータレスイグニッション 車両姿勢制御車両姿勢制御車両姿勢制御車両姿勢制御
ＡＢＳ制御ＡＢＳ制御ＡＢＳ制御ＡＢＳ制御 （（（（AntiAntiAntiAnti----lock Brake Sys.lock Brake Sys.lock Brake Sys.lock Brake Sys.））））
トラクション制御トラクション制御トラクション制御トラクション制御
クルーズ制御クルーズ制御クルーズ制御クルーズ制御

イモビライザーシステムイモビライザーシステムイモビライザーシステムイモビライザーシステム
ランプ制御ランプ制御ランプ制御ランプ制御

社会が良くなる社会が良くなる社会が良くなる社会が良くなる
社会を良くする社会を良くする社会を良くする社会を良くする

自動車が良くなる自動車が良くなる自動車が良くなる自動車が良くなる
連携で連携で連携で連携で

環境制御環境制御環境制御環境制御情報制御情報制御情報制御情報制御 情報通信制御情報通信制御情報通信制御情報通信制御

厳しい社会ニーズへの対応厳しい社会ニーズへの対応厳しい社会ニーズへの対応厳しい社会ニーズへの対応

29

ＣＯ2 環境対策システム

エコ・安全運転支援システム

高齢者向け自動車システム

ＨＶ/ＥＶ/ＰＨＢ制御

充電システム連携

エネルギー管理システム

ＡＶシステムＡＶシステムＡＶシステムＡＶシステム
ラジオラジオラジオラジオ
ｵｰﾃﾞｨｵｵｰﾃﾞｨｵｵｰﾃﾞｨｵｵｰﾃﾞｨｵ
ＴＶＴＶＴＶＴＶ

ナビゲーションシステムナビゲーションシステムナビゲーションシステムナビゲーションシステム
ナビ連動制御ナビ連動制御ナビ連動制御ナビ連動制御

ダイアグシステムダイアグシステムダイアグシステムダイアグシステム
車内ＬＡＮ車内ＬＡＮ車内ＬＡＮ車内ＬＡＮ
カメラシステムカメラシステムカメラシステムカメラシステム

ＶＩＣＳ

ＥＴＣ

ＤＳＲＣ

ＴＥＬＥＭＡＴＩＣＳ

ＣＲＭ ＶＲＭ クラウドクラウドクラウドクラウドＩＴＳＩＴＳＩＴＳＩＴＳ
クラウドクラウドクラウドクラウドITSITSITSITS RRRR



環境環境環境環境・エネルギー・エネルギー・エネルギー・エネルギー課題課題課題課題によりによりによりにより
自動車社会自動車社会自動車社会自動車社会のののの構造変化構造変化構造変化構造変化がががが始始始始まるまるまるまる

新新新新しいしいしいしい車載車載車載車載システムシステムシステムシステム構造構造構造構造
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新新新新しいしいしいしい車載車載車載車載システムシステムシステムシステム構造構造構造構造
新新新新しいしいしいしい素材素材素材素材・・・・部品部品部品部品
新新新新しいしいしいしい加工加工加工加工・・・・製造方法製造方法製造方法製造方法
新新新新しいしいしいしい廃棄方法廃棄方法廃棄方法廃棄方法



キーワードキーワードキーワードキーワード :::: 自動車自動車自動車自動車はははは接続接続接続接続されるされるされるされる

31

電力電力電力電力とととと情報情報情報情報のコンセントでシームレスなのコンセントでシームレスなのコンセントでシームレスなのコンセントでシームレスな情報社会情報社会情報社会情報社会がががが創出創出創出創出されるされるされるされる

新新新新しいサービスとのしいサービスとのしいサービスとのしいサービスとの連動連動連動連動がががが始始始始まる・・・まる・・・まる・・・まる・・・



部屋の灯

玄関の外灯

１９９７年作成 住宅用ＤＳＲＣアプリケーション提案

③出発帰宅時の
自動家電制御

⑤車両リモートメンテナンス

ＤＳＲＣ経由で、

車両機器をホー

自動車は家とつながる

鍵は全て共通（電波キー）

ＤＳＲＣアンテナＤＳＲＣアンテナＤＳＲＣアンテナＤＳＲＣアンテナ

パソコン・ホームサー
バー

お風呂

部屋の灯

ＴＶ

ﾋﾞﾃﾞｵ

洗濯機

インターネッ
ト

ホームＬＡＮホームＬＡＮホームＬＡＮホームＬＡＮ

携帯電話通信費の低減
自宅の回線を利用

車両機器をホー
ムLANに接続

ナビ

エアコン

32

車庫ドア

空調

②車庫の自動開閉①車両盗難監視

④映画、音楽、ナビＤＢ
等

ダウンロード

DSRC

車載機
オーディ
オ

ﾘﾓｰﾄｴﾝｼﾞﾝｽﾀｰﾄ

③車のエアコン調整

スター
ター

最大のネック：自動車の電源をどう入れるかだった



２００９年東京モーターショー２００９年東京モーターショー２００９年東京モーターショー２００９年東京モーターショー 三菱ブースより三菱ブースより三菱ブースより三菱ブースより
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総総総総がかりでのがかりでのがかりでのがかりでの新社会創出活動新社会創出活動新社会創出活動新社会創出活動がががが開始開始開始開始されたされたされたされた



３つの情報マーケットの統合が可能３つの情報マーケットの統合が可能３つの情報マーケットの統合が可能３つの情報マーケットの統合が可能３つの情報マーケットの統合が可能３つの情報マーケットの統合が可能３つの情報マーケットの統合が可能３つの情報マーケットの統合が可能

Contents & new serviceの流通の流通の流通の流通

共通ビジネスプラットフオーム共通ビジネスプラットフオーム共通ビジネスプラットフオーム共通ビジネスプラットフオーム

８０Ｍ８０Ｍ８０Ｍ８０Ｍ

HOME  OFFICE

１００Ｍ１００Ｍ１００Ｍ１００Ｍ

Mobile

７５Ｍ７５Ｍ７５Ｍ７５Ｍ

CAR
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日本は最適な環境日本は最適な環境日本は最適な環境日本は最適な環境
通信環境通信環境通信環境通信環境 市民のレベル市民のレベル市民のレベル市民のレベル 好奇心好奇心好奇心好奇心
官・学連携体制官・学連携体制官・学連携体制官・学連携体制 自動車産業力自動車産業力自動車産業力自動車産業力 経済力経済力経済力経済力 ・・・・・・・・・・・・

“環境・高齢化問題は強力な支援““環境・高齢化問題は強力な支援““環境・高齢化問題は強力な支援““環境・高齢化問題は強力な支援“



情報
つながる 移動

動ける

活きる
モビリティーと情報確保が

最後最後最後最後にににに、、、、わが身を振り返れば 「いきるとは？」

動ける

生きる

モビリティーと情報確保が
活きる条件

35

住食衣

目指す社会・・・「生活目指す社会・・・「生活目指す社会・・・「生活目指す社会・・・「生活 ＩＩＩＩ ＴＴＴＴ Ｓ」Ｓ」Ｓ」Ｓ」



最後最後最後最後までありがとうございましたまでありがとうございましたまでありがとうございましたまでありがとうございました

IICはいつもはいつもはいつもはいつも皆様皆様皆様皆様のののの参加参加参加参加をおをおをおをお待待待待ちしていますちしていますちしていますちしています

会員会員会員会員のののの皆様皆様皆様皆様、、、、３３３３日間日間日間日間のののの展示展示展示展示・・・・総会総会総会総会・セミナー・セミナー・セミナー・セミナー

のののの準備準備準備準備とサポートとサポートとサポートとサポート「「「「ありがとうございましたありがとうございましたありがとうございましたありがとうございました！」！」！」！」

主催者主催者主催者主催者のののの皆様皆様皆様皆様にもにもにもにも感謝感謝感謝感謝しておりますしておりますしておりますしております

36

主催者主催者主催者主催者のののの皆様皆様皆様皆様にもにもにもにも感謝感謝感謝感謝しておりますしておりますしておりますしております

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 来年来年来年来年をおをおをおをお楽楽楽楽しみにしみにしみにしみに ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・


