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1 統合新領域学府 オートモーティブサイエンス専攻 入試説明会

新たな知の領域の構築

新領域の課題解決

新しい知の仕組みを必要とする
科学、社会、環境等の課題

新しい知の創造と
高度な専門人材育成

知の細分化と知のエントロピーの増大

知の統合

統合新領域学府
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産官学連携の高度なグローバル人材の育成

自動車の現代的課題
・快適、安全、高効率な技術の開発
・人間や社会との共生と経済効果
・環境エネルギー問題の克服

オートモーティブ・サイエンス専攻

自動車を科学する
・現象の本質に根ざした知の創造
・オートモーティブに関わる技術、
人間、社会、環境等の実証的な知の探求

オートモーティブを先導する
高度な専門人材を育成する

自動車産業界や行政・大学機関との連携
・1ヶ月以上のインターンシップ
・トヨタ、日産、ホンダ、マツダのトップ経営者による講義

統合新領域学府 オートモーティブサイエンス専攻 入試説明会
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九州大学大学院統合新領域学府

２０２１年度３次募集入試日程

出願期間 １２月９日（水）～１６日（水）

第１次審査 出願書類による審査

結果通知 １月１５日（金）頃発送

第２次審査 １月２３日（土）口頭試問

要項 http://www.ifs.kyushu-u.ac.jp/pages/jpn/ams/

募

集

統合新領域 で検索🔍

統合新領域学府 オートモーティブサイエンス専攻 入試説明会

Automotive Science
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オートモーティブ・サイエンス専攻の特徴

統合新領域学府 オートモーティブサイエンス専攻 入試説明会

日本初、世界初の総合的なオートモーティブサイエンス拠点

自動車にフォーカスした実践教育
自動車（製造）産業*はじめ産業界に有為な人材を送り出す。

* 売上高：60兆円 （製造業では最大の産業で約20％を占める）、 雇用人数：80万人
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博士後期課程
内部進学者、社会人院生が
九大のリソースを活かしつつ
産業界との連携で展開する

研究活動
（出口からの博士指導）

トヨタ、日産、ホンダ、マ
ツダのトップによる講義

トヨタ、日産、ホンダ、マツダ、
ダイハツ等の研究開発部門で

全員が1ヶ月以上の実習に取り組む

52科目
62名の講師
産業人多数

修士論文

専攻分野演習
（必修8単位）

国際コミュニケーション
演習 （必修4単位）

英語による発
表と討議

オートモーティブサイエ
ンス概論（必修１単位）

演習指導教員のアドバイスにそって
主専攻から14単位、副専攻から8単位

先端材料科学

ダイナミクス

情報制御学

人間科学

社会科学

専門分野

オートモーティブ・サイエンスの履修体系図
グローバル対応、実践的な専門性、弾力的思考

インターンシップ
（必修３単位）
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インターンシップ先
H30 R1

アイシン精機（株） アイシン精機（株）

（株）デンソー （株）デンソー

日産自動車（株） 日産自動車（株）

日本自動車研究所（JARI） 日立オートモティブシステムズ（株）

日立オートモティブシステムズ（株） マツダ（株）

ボッシュ（株） マレリ（株）

（株）本田技術研究所

マツダ（株）
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☆就職・進学193名（95％） 、 帰国留学生等11名 ／修了204名

☆自動車産業87％（167名）
他産業就職9％（18名）
進学4％ （8名）
•アセンブリメーカー：58％（111名）
•大手部品サプライヤー：13％（26名）
•自動車素材等：16％ （30名）

☆内 社会科学分野 就職14名（82％）、 帰国留学生等3名 ／修了１7名

5名：トヨタ、日産 3名：部品ﾒｰｶｰ
他6名：銀行、証券、ｻｰﾋﾞｽ

就職実績 【2020年3月末現在 修士課程】
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修士課程学生進路

多くの修了生が自動車業界に就職
進路等（3名以上のみ記載） H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 計
日産自動車 5 6 3 4 2 1 2 4 1 28
マツダ 2 1 1 4 2 4 5 2 2 23
トヨタ自動車 2 1 3 1 3 2 2 3 1 18

トヨタ自動車九州 1 2 1 1 1 2 8

本田技研工業 1 2 1 1 3 8
日立ｵｰﾄﾓｰﾃｨﾌﾞｼｽﾃﾑｽﾞ 2 1 2 2 7
デンソー 1 1 1 2 5
ダイハツ工業 1 1 1 1 4
ボッシュ 1 1 1 1 4
三菱自動車工業 1 1 2 4
いすゞ自動車 1 2 3
スズキ 2 1 3
ダイハツ九州 1 1 1 3
博士後期課程進学 2 1 1 3 1 8
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教
員
一
覧

分野 所属 教授 准教授

先端材料科学分野

工学研究院 石原達己

工学研究院 田中敬二

工学研究院 加藤喜峰

工学研究院 春藤淳臣

カーボンニュートラルエネルギー研究所 渡邊 源規

カーボンニュートラルエネルギー研究所 板岡健之

カーボンニュートラルエネルギー研究所 谷口育雄

エネルギー研究教育機構 Stephen  Lyth

ダイナミクス分野

工学研究院 安倍賢一

工学研究院 井上卓見

工学研究院 森上 修

情報制御学分野

システム情報科学研究院 川邊武俊

工学研究院 廣田正樹

システム情報科学研究院 庄山正仁

システム情報科学研究院 東川甲平

システム情報科学研究院 小野貴継

人間科学分野
システム情報科学研究院 志堂寺和則

工学研究院 大枝良直

社会科学分野

経済学研究院 藤田敏之

経済学研究院 目代武史

工学研究院 Schroeder Martin

教授１１名
准教授１0名



10情報利用型人間-自動車-交通流相互作用系シミュレーションシステム Department of Automotive Science Graduate School of Integrated Frontier Sciences Kyushu 

University

自動車による走行実験が不可能な
・ドライバー特性の解析
・交通事故や渋滞の解析，
・次世代型運動制御系・運転操作系の研究
などに威力を発揮します．
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高度産業基盤構築

国民生活の安全

高度情報通信社会環境・エネルギー
調和社会

健康長寿社会
お年寄りの移動手段

ユビキタス社会

情報セキュリティ対策

オープンソースソフトウェア

ナノテク・MEMS技術

ロボットの開発・普及
宇宙利用サービス実施

リサイクル社会構築

自然共生型流域圏

運転寿命の延長支援
五大疾患患者の治療率改善

再生医療の実現

交通事故減少等生活安全対策の強化

テロ対策・防衛対策 クルマに直接関わる技術群

将来社会と自動車研究領域 Big Change!!!

社会とクルマの接点

20??年の想定社会

地球温暖化防止

エネルギ安定供給

化学物質のリスク削減 燃料電池分野

電池分野
パワートレイン分野

基礎技術分野

地震、台風等防災対策
の強化

コックピット・IT

安全システム

電動要素

車両運動

内燃機関 電動車

材料、センシング
制御、知能・生体

交通流、渋滞情報

自動運転

衛星通信
ネットワーク化

食料自給率向上等豊かで
安全な食生活の実現

新興・再興感染症対処能力の向上
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環境・ｴﾈﾙｷﾞ将来技術の方向性Big Change!!!

■クルマの一生を通してCO2排出量の現状走行時がもっとも多い。

■低燃費でクリーンな排出ガスを目指し、内燃機関の更なる改良と

電動化車両（モーター化）必須。

燃 費

排
気

大気並み

“電動化車両（モーター化）”

“内燃機関”

クリーン

低燃費

SULEV

CVT

直噴ｶﾞｿﾘﾝ

Diesel

ｸﾘｰﾝDiesel

EVFCV

ｶﾞｿﾘﾝ

ULEV

HEV
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先端材料科学分野

次世代環境調和型自動車に要求される
自動車用部品に対応する先端材料を扱う分野

・無機、有機、高分子、金属材料
・自動車の燃費向上や省エネルギー化を支えるデバイスや材料
・大気汚染物質を無害化する排ガス浄化触媒
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ダイナミクス分野

自動車に関する様々なダイナミクス（力学）を扱う分野

流体力学

機械力学
振動学

熱力学
内燃機関工学

流体力学研究室

安倍賢一教授

構造動力学研究室
井上卓見教授

エンジンシステム研究室
森上修教授
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高度道路交通システム
（ITS）

運転支援システム

交通流

安全・円滑
・高効率な
運動

ドライバー

自動車

車載センサ情報

道路交通情報

ITSや車載センサから得られ
る豊富な情報を利用し，低
炭素化や安全性向上に貢献
する各種運転支援システム

を研究します．

高度な車両性能を実現する
する車載制御システムの制

御法を研究します．

情報化・電動化する自動車の運動制御の研究
―交通流の中で高効率・高安全・円滑に走るために―

教授 川邊武俊

情報制御学分野
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ＷＯ２.７２ウィスカー

10μm

超高速充電蓄電池
1時間⇒数分

自動車用の電子・電気化学デバイスの研究
―次世代電動自動車のために―

教授 廣田 正樹

情報制御学分野

光無線給電
使い易い非接触給電・充電

車載太陽電池

非接触

エネルギー伝送

準静電界/インフラ活用

出会い頭事故防止
自動運転普及後も残る

死角の障害物を検出

高効率LED/レーザ
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実際の車両やドライビング・シミュレータを使って、種々の運転状態における運転挙動

を明らかにします。

LED

ボタンスイッチ

中年者 高齢者

運転挙動計測および運転者心理の解明
志堂寺研究室

人間科学分野
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•ドライバーに対する情報案内・
誘導は、交通の円滑化、安全性
の向上などの点から重要である

•しかし、案内標識とカーナビの
２つの案内システムから、異な
る方向を案内されると、ドライバ
ーは迷い、ストレスを感じる。

・この研究では、ドライバーが不安を起こさず、迷いが少なくなるためには、案内
標識とカーナビゲーションが、それぞれどのような情報を提供すればよいのか
を考察する。

異なる案内情報を与えられたドライバー
の心的負荷 大枝研究室

人間科学分野
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・そこで、パソコンで作成したシミュレ
ータを用いた道路走行実験を行う。

・ドライバーが案内標識とカーナビか
ら異なった方向を示された場合のス
トレスをアイマークレコーダーを用い
て計測し、ストレスの少ない情報提
供の方法を考える。

人間科学分野 大枝研究室
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オートモーティブサイエンス専攻

社会科学分野

担当教員 研究室所在地 教育研究分野

教授 藤田敏之 伊都 環境経済学、環境政策の数理的分析

准教授 目代武史 伊都 生産管理、技術経営、経営戦略

准教授
Schroeder Martin

伊都 サプライチェーンマネジメント、経営戦略、
政治経済

社会科学分野では、自動車や自動車会社に関する問題を
社会科学的に分析するための教育・研究を行っている。

社会と環境に対する自動車の影響を説明する経済学の観
点、自動車メーカーと部品メーカーが直面する課題に焦点を
当てた経営学の観点から講義、論文指導が行われる。
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先生別研究紹介



オートモーティブサイエンス専攻

先端材料科学分野
Automotive Science
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先端材料科学分野 石原達己教授

新しい自動車用パワーシステムの開発

・新規電解質の開発
・高活性触媒の開発
・電解質ナノ薄膜の作成

・２次電池化のための高活性空気極触媒
・電解液への添加物の検討
・負極への安全な合金の応用

Li

金
属

電解液

セパレータ

空気極触媒

空気

Li＋1/2O2=Li2O or Li2O2

カソードアノード 電解質

H2

O2-

Load

e
e

1/2O2+2e-=O2-
H2+O2-=2H2O+2e-

H2O
Air

炭化水素系燃料

金属ー空気電池

革新的固体酸化物電解質燃料電池

Po
te

n
ti

al
/ 

V
 v
s.

N
H

E

h+

e-

Cr-TPPCl PtOX

H+

H2

KTa(Zr)O3

H2O
O2

UV

e-

h+

0.0

-1.0

+1.0

+2.0

+3.0

H+/H2

O2/H2O

e-

Vis

無機―有機半導体光触媒による水からの水素合成

・新規酸窒化物合成
・新規有機色素修飾
・高活性な水の分解
によるグリーン水素
製造
・Zスキーム型触媒
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先端材料科学分野 田中敬二教授

高分子材料（薄膜、接着剤、塗料、構造材料）

精密高分子合成 先端界面分光解析

機能性高分子材料の開発

リビングカチオン重合 制御ラジカル重合

Substrate

Hydrogel film
開始末端

高分子界面の設計・ナノハイブリッドの創製

無機フィラー

自動車用タイヤ
構造用接着剤

ナノ界面、高分子物性

water rich layer 

waterless layer

water

interface

Nafion

substrate

H+ enhanced

H+ enhanced

suppressed
OCF2CFOCF2CF2SO3H

CF3

CF2CF2CFCF2
x y

高分子電解質膜

和周波発生分光

Substrate

シミュレーション

DNAフィルム

f

IRVisSFG  
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先端材料科学分野 加藤喜峰 准教授

水素センサー
試作品エコデバイス

地球環境にやさしい先端デバ
イスの作製とその材料物性・
機能を探る。

超音波を用いた水素センサー →→→

水素吸蔵材料とその物性

新型パワーデバイス

新型プロセス太陽電池

超音波技術を応用して、他種のガス濃度計測
、比熱比の計測などにも応用しています．

現在の価格を劇的に下げるペー
スト型太陽電池の研究開発．

安価な自然素材の廃棄物を利
用した水素の吸着・吸蔵の研究
．

安価なSi基板上にSiC/ナ
ノダイヤモンド構造を用いた
パワーデバイスの研究．

新型太陽電池I-V特性
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先端材料科学分野 春藤淳臣准教授

教育・研究分野: 有機機能材料
局所領域における物性解析 固化過程における不均一性

π共役分子に基づく発光・呈色の制御

摩擦低減剤、ゲル電解質、表示素子、コーティング材料の設計・開発指針

対物レンズ

照明光

CCDカメラあるいはフォトダイオード

近赤外光

微粒子
一定周波数にて振動

ノ
ン
ガ
ウ
シ
ア
ン
パ
ラ
メ
ー
タ

0 24 48 72
静置時間 / h

0

2

4

6 ゾル

ゲル
均一

不均一

光ピンセットおよび粒子追跡に基づく局所物性解析法を確立 ゾルからゲルへの形成過程は物性の均一化を伴って進行することを解明

単一分子によるRGB呈色に成功不揮発的な蛍光スイッチングを達成

アニオン

アニオン
の除去

還元剤

還元剤アニオン

a c
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先端材料科学分野 板岡健之教授

排出物 排出物
排出物

排出物排出物排出物

排出物排出物

排出物

排出物

排出物FCV

リサイクル
廃棄

部品

部品

資源 資源 資源

LCA: Life Cycle Assessment ライフサイクルアセスメント

製品の一生（ライフサイクル）を通じた環境負荷の評価が必要
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先端材料科学分野 谷口育雄准教授

革新的CO2分離回収技術のための分離膜材料

カーボンニュートラル社会への転換を加速する機能性高分子材料

常温成形可能な生分解性高分子材料

CO2分離膜

加圧

室温

・省エネルギー

・環境低負荷

・CO2排出抑制

・化石資源保護

・再生可能資源
熱分解抑制
省エネルギープロセス

CO2分離メカニズムの解明による分離性能向上 CO2分離膜モジュール
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先端材料科学分野 スティーブン ライス 准教授

Novel Nanomaterials for Reducing Fuel Cell Costs 
■ Development of platinum-free catalysts for fuel cells 

■ Nanocellulose-based electrolyte membranes for fuel cells

The Toyota MIRAI is powered by 

a polymer electrolyte membrane 

fuel cell (PEFC), using hydrogen.

$50/m2

PEFCs offer carbon-neutral transport. 

However, an expensive platinum 

catalyst is required at the cathode.

We develop new Pt-free catalysts to decrease cost. 

The PEFC Nafion membrane is 

also an expensive component. 

We are working on replacing it with an 

abundant biomaterial - nanocellulose

We made the worlds first nanocellulose fuel cells 

from dense low cost, proton conducting membranes. 

$10/g
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先端材料科学分野 渡邊 源規 准教授

有機・無機ハイブリッド材料の開発

■光触媒を用いたクリーンな水素製造方法の開発

■簡便な有機半導体材料の開発手法の開拓
光触媒 有機・無機ハイブリッド光触媒による水素製造

有
機
色
素

長期安定動作

熱や光

単結晶薄膜コート薄膜

クリーン、低コストな水素生産手法・薄膜有機光電変換材料の開発

・クリーンエネルギー
・有機材料の開発
・有機-無機複合材料
・光触媒の開発
・有機トランジスタ
・有機太陽電池



オートモーティブサイエンス専攻

ダイナミクス分野
Automotive Science
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ダイナミクス分野 安倍賢一教授

Fluid Mechanics Laboratory
Computational Fluid Dynamics：

Complex flow fields are simulated on computer.
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瞬時振動数によるボルト締結力

評価技術の開発．

自動車ボディの効率的な振動解析方法の研究（固有モードの分類と振動対策）

自動車構造の振動解析技術

透過経路

0.5 1.0
10

11

12

13

14

-2

0

2

 ねじ無し
 0Nm
 1.0Nm
 1.5Nm
 2.0Nm

 

 

 

超音波波形

瞬時振動数
（振動数の時間的変化）

超音波を用いた新しい診断技術

ダイナミクス分野 井上卓見教授
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希薄予混合気のジョット点火に関する研究
予混合圧縮着火（HCCI）に関する研究
可視化ロータリエンジンを用いたエンジン燃焼に関する研究
燃料噴霧の蒸発・点火・燃焼に関する研究
流れを伴う希薄予混合気の火花点火特性向上
化学発光分光法による燃焼診断に関する研究

パルスジェット点火によるHCCI燃焼
の点火時期制御

ガソリンエンジン

研究内容

ディーゼルエンジン
ガスタービン 燃焼診断

可視化ロータリエンジン

Spray combustion

 
① Cylinder 

② Piston 

③ Rod 

④ Connecter 

⑤ Observation window 

⑥ Cap 

⑦ Thermocouple 

⑧ Valve 

⑨ Valve holder 

⑩ Reservoir tank 

⑪ Air cylinder 

⑫ PFJ igniter 

 Fig.1  Schematic view of a Rapid Compression Expansion Machine 

⑦ 

急速圧縮装置

点火特性の向上

化学発光分光法

次世代内燃機関

ダイナミクス分野 森上修教授



オートモーティブサイエンス専攻

情報制御学分野
Automotive Science
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情報制御学分野 川邊武俊教授

情報化・電動化する自動車の運動制御の研究
―交通流の中で高効率・高安全・円滑に走るために―

高度道路交通システム
（ITS）

運転支援システム

交通流

安全・円滑・
高効率な運動

ドライバー

自動車

車載センサ情報

道路交通情報

ITSや車載センサから得られ
る豊富な情報を利用し，低炭
素化や安全性向上に貢献す
る各種運転支援システムを

研究します．

高度な車両性能を実現する
する車載制御システムの制

御法を研究します．
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情報制御学分野 廣田教授

自動車用のセンシングシステム・将来交通社会の研究

現地滞在可能時間地図

光給電 使い易い非接触給電

非接触

エネルギー伝送

高効率LED/レーザ

車載太陽電池

出会い頭事故防止システム

先進運転支援システムの普及により２０２X年に
出会い頭事故の抑制が重要な課題になる

将来センシング技術の研究 移動価値の研究

次世代電動化技術の研究

国内の主要
都市間を公共
交通機関移動
し易さを分析

＋

②交差点調査による抑制策の立案

福岡市（2600箇所超）の
事故交差点を詳細分析

レーザで網膜に描画

①交通事故の現状と将来

③死角障害物センシング
＋網膜走査アイウェアで情報提示

準静電界・赤外線検出
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情報制御学分野 庄山教授

自動車用パワーエレクトロニクスの研究
―電気エネルギー変換回路の小型・軽量・高効率化と低ノイズ化―

双方向DC-DCコンバータに関する研究 モータ駆動用インバータの
低ノイズ化に関する研究

・双方向DC-DCコンバータの小形・軽量・高効率化

・SiC, GaN素子を用いたスイッチング周波数の高周波化

・デジタル制御による高性能化

・高速で安定な制御の実現

・ノイズ相殺技術を用いたノイズ低減回路の提案

・ノイズの発生・伝搬機構の解明

・ノイズのモデリング・シミュレーション技術

・伝導ノイズ・放射ノイズの測定技術

３相モータ駆動用インバータの低ノイズ化回路（デモ用)

バッテリ
200～288V

双方向
DC-DC
コンバータ

双方向
DC-AC
コンバータ
（インバータ）

モータ/
発電機

バス電圧
500～650V

：力行動作時の電力の流れ

：回生動作時の電力の流れ
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情報制御学分野 東川甲平准教授

超伝導技術と自動車応用

超伝導体には電気抵抗を無視できる状態で従来材料の１００倍以上の電流密度で
通電することが可能です。この特長を生かすことで、超伝導技術は
・電気自動車の高トルク密度化・高効率化（超伝導モータ）
・電気自動車の非接触充電への応用（超伝導コイル）
・燃料電池車の普及の鍵となる水素社会への貢献（液体水素冷却超伝導機器）
など、次世代自動車社会を支える技術となることが期待されています。

高度計測制御技術から展開する超伝導システム応用技術の開発

上記の実現には、特徴ある超伝導材料の特性を正確に把握し、機器設計に展開し、
さらに最適なシステム運用を提案していく必要があります。そこで本研究室では、
評価技術をキーワードに、材料からシステムまで系統的に研究を展開しています。

超伝導材料・線材の
電磁特性評価・モデル化

超伝導機器の
設計・状態監視技術

超伝導システムの
実時間運用模擬試験

40 mT

0 mT

超伝導ケーブル内計測想定部 磁束密度分布

B

電流密度分布

3e+8 A/m2

-3e+8 A/m2

Jz

超伝導線材の時間依存局所電磁挙動の計測 リアルタイムシミュレータを用いたハードウェア閉ループ試験
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情報制御学分野 小野貴継准教授

IoTシステム・アーキテクチャに関する研究

データ収集

IoT System

安全で高性能/効率的なIoTシステムの実現を目指して，Edgeにおけるデータの
生成/処理からData Centerにおけるデータの蓄積/処理までを考慮したアーキテ
クチャの探索
• ハードウェアサポートによる堅牢なセキュリティの実現

– 車載チップ向けセキュリティへ応用
• 新デバイスによる高性能/高効率化

新デバイス

フィードバック

Edge Data Center

単一磁束量子回路を
用いたプロセッサ

ナノフォトニクス技術による機械学習の高速化

セキュリティ

チップの動作
期間制御

ハードウェアによる
マルウェア検出

プロセッサやメモリに対する
ソフト/ハード攻撃対策

メモリアクセスの特徴に基づく不揮発メモリ
（相変化メモリ）の寿命制御

車載システムに展開



オートモーティブサイエンス専攻

人間科学分野
Automotive Science
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人間科学分野 志堂寺和則教授

交通安全教育

実車での計測風景 プロジェクタ型DS後退運転挙動DS計測

ドライバー：急ぎ、車間保持、高齢ドライバー問題
小中高生：教育システム、自転車利用

ドライバー状態推定、安全システム開発

視線計測、脳波計測、瞬目計測、安全運転度ランキング、認知状態共有、
運転適性、警報装置

デザインの感性評価
アンケート調査、多変量解析
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・自動車案内誘導システム
道路案内標識の配置
ドライバーの行動モデル
案内標識とカーナビの利用実態
案内標識のデータベース化

・道路ネットワーク
道路網の連結性
災害時の道路網の強靭性
災害時のロジスティックス

・都心部交通対策
福岡都市高速の渋滞対策
P&R，ロードプライシング
違法駐輪対策

・歩行者交通
都市における散策路
歩行者の都市案内

人間科学分野 大枝准教授

15

13

12

11

D

B

5

A1

G

E

C

F2

3

4

6

7

8

9

10

14

16

17
18

互いに素な2本の
シュタイナー木 開発途上国(ホーチミン市)の交通混雑

道路案内標識 ドライバーの行動モデル



オートモーティブサイエンス専攻

社会科学分野
Automotive Science
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社会科学分野 藤田敏之教授

●教員の研究内容
・安定な国際環境協定のゲーム理論分析
・企業の汚染削減技術投資の促進要因
・不確実性・不可逆性が環境政策のタイミングに与える影響

●教育：学生の研究テーマの例
（博士論文）
・東アジアにおける次世代自動車普及と技術移転に関する研究
（修士論文）
・電気自動車の諸属性に関する顧客評価
・日本におけるZEV規制の費用便益分析
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社会科学分野 目代武史准教授

リーン生産方式、サプライチェーンシステムの研究
 リーンな生産を実現するための方法論や評価指標の開発。

Value Stream Map（物と情報の流れ図）の活用方法の研究。

論文：Chavez, Mokudai, and Uyama (2018). “Divergence 

between Value Stream Mapping Western Understanding 

and Material and Information Flow Chart Principles: A 

Japanese Automotive Supplier’s Perspective.” JSSM, 11 

(2), 219-241. 

技術選択と戦略的柔軟性の研究
 VW MQBやルノー・日産CMF、トヨタTNGAなどのプラットフォー
ム戦略のもつ戦略的柔軟性をリアルオプションの枠組みで分析

論文：目代、岩城（2017）「パワートレイン電動化へ向けた技術選
択と不確実性への対応戦略」『研究技術計画』 32 (4), 409-423. 

出版書籍
 『サプライチェーンのリスクマネジメントと組織能力』同友館、2018年

 『自動車メガ・プラットフォーム戦略の進化』九州大学出版会、2018年

 『日本自動車産業グローバル化の新段階と自動車部品・関連中小企業』
社会評論社、2016年
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社会科学分野 シュレーダー・マーティン 准教授

自動車産業向けた政策分析

（アセアンの）サプライチェーン断片化

アセアン地域経済統合の下でのサプライチェー
ンの再編成（部品企業戦略）

後進国および新興国のサプライチェーンへの
参加を可能にし、制限する要因

ベトナム、タイ+1（カンボジア、及びラオス、

ミャンマー）地方の比較分析

自動車産業に関する産業政策の比較分析（産
業集積の創造を説明する構造的要因としての
政策

第Ⅰ部 Fragmentation model (Kimura 2006)

第Ⅱ部 Two-dimensional fragmentation in ASEAN 

(author based on Kimura/Ando (2005)

第Ⅲ部新興国市場に向けて （小林・金・シュレーダー）

部品企業のグローバル化

自動車部品企業の国際、特に新
興国市場発展
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ご清聴ありがとうございました

最先端材料科学、ダイナミクス、情報制御学、人間科学、社
会科学の５つの領域が車輪のように回転しながら中心に向
かってひとつとなり、新たな形が作られていくさまを表現して
います。AutomotiveのAを意匠に取り入れるとともに、５つの

花弁を有する梅の花をモチーフとしています。梅はまた、『好
文木』の雅称をとり、学問を愛する木ともされています。

総合の究極の図像である「円」をモチーフとしました。近代
以降分化した、あらゆる専門領域を月明かりのように照ら
し、感性の光で柔らかく包み込む象徴としています。


