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「広島維新戦略」 

― 広島の文化を活かした新規参入障壁の構築 ― 

「石光俊介」 

 

【要約】 

広島県、広島広域都市圏の自動車産業のあるべき姿は、 

（１）歴史的に病院文化を受けついだ質の高い医療を自動車の運転者監視システムに展開 

（２）運転状態のみではなく，健康状態も管理するマイカーをかかりつけ医にするシステムを開発 

（３）産学医官金との密接な地域の結びつきにより新規参入障壁を構築 

（４）広島から、全国へ、そして同じく高齢化や過疎化が進む先進国諸国へ 

という自動車産業が地域の特性と融合した広島県、広島広域都市圏の自動車産業の未来開拓の

可能性である。 

公共交通機関に恵まれない広島広域都市圏における多くの地域ではマイカーは必須である。

そしてそのマイカーは Connected（コネクティッド）、Autonomous/Automated（自動化）、Shared（シ

ェアリング）、Electric（電動化）という CASE の元で、現在、進化を続けている。Connected（コネクテ

ィッド）された自動車には県境、国境は関係ない。ロータリーエンジンを始めとする高度な技術を結

術してきた広島の文化から産学医官金の結束の下で新しい技術を発信する。そしてそれを持続可

能とするために、高度な技術を醸成するというこの地域の特色を高め、医学や情報科学教育の連

携はもちろん現在の志士たるエンジニアのリカレント教育をはじめとした産学官金の連携が必要で

ある。持続可能性を高めるために新規参入障壁を築く必要がある。そのためには自動車産業には

医療と情報科学双方にも精通したエンジニアの人材育成が急がれ、広島地域を挙げての仕組み

作りが必要である。  
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１．広島維新戦略 

コロナ前の 2019 年夏，筆者はドイツ・ウォルスブルグにいた。この町は自動車産業というか、フォ

ルクスワーゲンでなり立つ町である。そういう意味では広島に似ているといっていい。20 年ぶりに私

と同分野の研究者を訪れたのである。筆者は音響工学の研究者である。20 年前，フォルクスワー

ゲンの自動車音響の研究はヒトの感じる“心地よさ”について重点をおき、学びも多かった。訪問し

たのはその後のドイツ自動車産業における音響研究の進展を知りたかったのだ。研究所には学生

さんを伴った。はたして広大な研究所ではエンジン開発は行っていない。すべて CASE に研究シ

フトしていた。CASE とは Connected（コネクティッド）、Autonomous/Automated（自動化）、Shared

（シェアリング）、Electric（電動化）の頭文字である（１）。広大な研究所はそれ一色。20 年ぶりに会

った研究者は“音響研究する余裕なんて今はない”と仰る。学生さんにも“音響研究でなく AI 研究

者だったらうちで雇えるかもね”という始末である。（その学生さんはその後音響分野ではあるが AI

研究で卒業し、ハンブルグ大学大学院に進学した）生き残りをかけた自動車産業変化の一旦を目

の当たりにした。そして、現在、その変化は全世界に波及し、広島にも押し寄せている。 

 

1.1 黒船来航 

ペリー艦隊の黒船が横須賀・浦賀沖に来航した嘉永６（１８５３）年６月当時の江戸幕府の混乱ぶ

りを風刺した狂歌に 

「泰平の眠りを覚ます上喜撰（じょうきせん） たった四はいで夜も寝られず」 

がある。それから約 170 年後の現在 Connected（コネクティッド）、Autonomous/Automated（自動

化）、Shared（シェアリング）、Electric（電動化）という四はいの CASE という黒船がやってきた。この

黒船は当時と同じく技術だけではなく、文化も変革しようとしている。 

 広島にはロータリーエンジンを始め高い技術に挫けず挑戦する誇るべき文化がある。さらにはマ

ツダデザインという「和」に立脚した芸術と職人技の融合は世界を圧巻した。それをなし得たマツダ

を中核とする広島の自動車産業文化の結晶が広島には根付いている。しかし、現在、Google を始

め Apple、Amazon まで自動車生産に乗り出そうとしている。これは Connected（コネクティッド）とし

ての自動車の魅力であり、自動車をスマートフォンとみなす。スマートフォンはデザインや機能以外

は全世界で製造が行われている。自動車のように 1 つの会社で完結することはない。高度なエン

ジンを搭載しない電動化された自動車ではスマートフォンと同じ手法で自動車生産が行われる。そ

こでまず一社完結型の高い技術での自動車生産という文化が破壊される。さらには自動化とシェア

リングまで広げると、それは自動車そのものの生産ではなく、都市あるいは文化まで変革できる。市

内に多くある駐車場は不要になり、自動運転で流れてくる自動車をスマートフォンで Connect（接

続）してシェアリングする。そんな都市の変革までできるとなると GAFA にとっては垂涎の的である。 

 

1.2 封建制度と志士 

 幕末、名士は地方におり、当時の若者はそれぞれの専門に学ぶためにその地方に赴いた。備中

松山には山田方谷がおり、福井に横井小楠、宇和島に村田蔵六が招聘され、各藩をあげて藩政
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改革も行っている。封建制度では江戸に一極集中するのではなく、各藩がそれぞれの独自性を結

実させ、発展した時代である。財政改革を学ぶなら備中の方谷の下へ、兵学を進めるために長州

の蔵六を招こうといった具合である。封建制度時の“藩”は今で言うと県と言うより企業体でもあると

いえるだろう。そういう意味で現在の自動車産業はマツダ藩、トヨタ藩、ホンダ藩などの群雄割拠で

ある。そして各藩には志士たるエンジニアがいる。 

さて、“志”と“目標”が混同されることが多い。しかし、大きな違いがある。“志”すにはまず立志が

必要である。立志のためには自分には天から授かったかけがえのない独特の持ち味があると信じ

て、その持ち味を見つけることから始めなければいけない。就職面接において“どのぐらい車が好

きであるか”ということに力点を置かれるのもこのことによる。独特の持ち味が自動車と関連するかど

うかはまず出発点なのだ。そしてそれをその担当が何であろうともその分野で自分の持ち味を卓越

した状態にまで高めるように努力することである。好きこそものの上手なれという。“立志とは自分の

持ち味を発揮することが世の中の人々のために役立つという自分独特の道を見つけ、その道に志

すことに他ならない”（２）と幕末に多くの志士を産みだした吉田松陰は言う。 

 “志”ではまず自分の持ち味を見つけることであるが、これはどこからか降ってくるものではない。

また、一夕一朝に興味からの好きなことも持ち味とはいえない。目の前のことに努力することであ

る。マツダミュージアムに行くと、最澄の言葉である「一隅を照らすもの、これ宝なり」と創業者の座

右の銘が展示物に紛れてひっそりと掲げられている。大風呂敷を広げて大言壮語を述べるのでは

なく、一隅を照らし続ける努力の大切さを解いているのであろう。一隅を照らす努力を続けることに

より自分の持ち味や好きなこと、やりたいことが見えてくる。志士が一隅を照らすためには、その活

躍のための舞台が必要だ。司馬遼太郎は竜馬に以下のことを語らせている。「人生は一場の芝居

だというが芝居とちがう点が大きくある．芝居の役者のばあいは，舞台は他人が作ってくれる．なま

の人生は，自分で，自分のがらに適う舞台をこつこつ作って，そのうえで芝居するのだ．他人が舞

台をつくってくれやせぬ．」（３）と。しかし、実際には坂本には勝海舟というメンターがいて、勝があ

る程度の舞台づくりを手伝った。現在の志士たるエンジニアには企業や大学がその場を用意する

メンターとならなければならない。さらには、目の前のことに努力することで持ち味を見いだし、それ

を卓越した状態まで高めるためには産学連携と官金によるその支援が必要である。広島県の未来

チャレンジ資金はそういう意味では素晴らしい支援である。官の支援により一度社会に出て必然性

を感じた志士が持ち味を究極まで高めるということに価値をおく制度である。10 年後の自動車産業

のために、まずは志士の育成を産学官が一丸となって取り組む必要がある。現在、広島にはマツ

ダが生んだ自動車産業の風土がある。地元の教育のためにマツダミュージアムなど門戸を広くひら

き、子供たちが持ち味の種を見いだしている。その種を育て、志士に育てる風土が広島にはある。 

 

1.3 海軍文化と病院船 

 海軍が呉に本拠地を置いたおかげで呉は人口あたりの病床数が非常に多いというのを読んだこ

とがある。地域医療情報システム（４）によると一般診療所の施設数は全国平均の約 1.2 倍であり、

そこまで突出しているわけではないが、明治から続く呉海軍病院は広島県の文化を象徴する一風
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景と言える。また、過去呉港は数隻の病院船母港でもあり、軍港であると同時に、誇るべき医療文

化がある。さて、なぜここで唐突に病院船を持ち出すのかと言えば、自動車産業の中で昨今のドラ

イバーステータスモニタリングシステム（DSM）が私の中で結びついたのだ。DSM で医師さながらに

運転者の心拍、呼吸、場合によっては脳波もモニタリングする。この繋がりも唐突ではあるが、移動

体を診断施設としてみるというのは病院船の考えに類似すると考えたためである。表 1 に BMW を

はじめ各社の DSM 技術状況をまとめた表を示す（５）。そもそも DSM は生体情報のモニタリングに

より運転者の居眠り運転を始めとする集中度や緊張度を測ろうとするものである。現状で実用化さ

れているものはステアリングパターンという運転結果により、リバースエンジニアリング的に運転者の

心理を探ろうとするものである。生体情報を用いた推定は現状ではほとんどない。それは運転時に

おける振動や騒音などの外乱が信号抽出を困難にしていることがあげられる。センサから生体情

報を抽出したいときにはそのほかの情報はすべて外乱となる。うまくそれらの除去を行わないと、得

られたデータを意味ある生体信号とみなして解析して見たら、実は自動車エンジン由来の成分で

あったという可能性もある。つまり、ここでは生体信号の抽出がキーとなり、その後段に AI による診

断技術が構築される。 

 

表 1 メーカ各社の DSM 技術(3） 

メーカ 段階 手法 内容 

BMW 開発 ECG 皮膚抵抗センサを備えたハンドルによる心拍のモニタリング 

メルセ

デスベ

ンツ 

商品

化 

ステアリン

グパター

ン 

ステアリング角度センサやオーディオ，エアコン，窓のスイッチ情

報など 70 個のパラメータによる運転パターンの解析 

開発

中 

ECG,PPG PPG と ECG との融合 

フォルク

スワー

ゲン 

商品

化 

ステアリン

グパター

ン 

逆ハンドルパターンのモニタリング 

開発

中 

画像処理 ダッシュボードにおかれた赤外線カメラによる注視点，まぶた，

まばたき率，頭の角度の監視 

フォード 開発

中 

ECG 座席に内蔵された非接触な ECG センサによる心拍のモニタリン

グ 

トヨタ，

デンソ

ー 

商品

化 

画像処理 ダッシュボードにおかれた赤外線 LED と CMOS カメラによる注

視点，まぶた，まばたき率，頭の角度の監視 

開発

中 

ECG,PPG 525nm 緑色 LED と電極が内蔵されたハンドルによる ECG と

PPG の監視 

デンソ

ー 

開発

中 

ECG 座席に内蔵された非接触な ECG センサによる心拍のモニタリン

グ 

日産 商品

化 

ステアリン

グパター

ン 

ステアリング角度センサを用いた運転者のステアリングパターン

と運転経路の関係の監視 

開発

中 

EEG 運転者の状態と認知状況の推定による次の運転行動の予測 
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 さて、広島都市圏構想の視点から少し考えてみたい。広島都市圏とは広島市の都心部からおお

むね 60km、図 1 に示すような車で約 1 時間の圏内の経済面や生活面で深く結び付いている 24

市町で構成している(6)。1993 年から圏域の一体的発展に向けた連携・交流を推進してきた。広島

広域都市圏には周防大島町始め高齢化率がかなり高い市町村も含まれている。都市圏はもちろ

ん広島県の一部においても公共交通機関は一日数本のような町もあり、公共交通網も破綻しかけ

ているといっていい。公共交通網では必要なときに必要な場所に行くことが思うままにできず、高齢

者ドライバーが多い。よってマイカー保持率も非常に高く、一人 1 台に近い所有率となっている。さ

らに各ドライバーはほぼ毎日運転を数十分から 1 時間程度はおこなっている。するとそこで DSM

技術を利用することで運転者の生体情報を集中度などの運転ステータスの監視のみではなく、健

康管理に使う可能性が見いだされてくる。公共交通機関の代わりに自動運転車を導入する可能性

はよく取り出される。しかしこのような地方では自動車一台通れるかどうかの道幅も多い。ドライバー

同士が目で合図をして道を譲り合うことも多く、現状で即座の完全自動運転導入の可能性は低い

といえるだろう。このような山間の細い農道を走ることまで想定すると“フレーム問題”が立ちはだか

るからである。つまり、狭い道で道を譲り合おうとする自動運転には無数の出来事が起きる可能性

がある。しかし、そのほとんどは直面している問題と関係ない。相手が自動運転車でないかも知れ

ない。相手は無視してつっこむかも知れない。相手は動いていないが 3 秒後に動き出すかも知れ

ない。突然別の車が後方から突っ込んで来るかも知れない。上から突然岩が落ちてくるかも知れな

い。人工知能は起こりうる出来事の中から、「道を走る」に関連することだけを抽出し、それ以外の

事柄に関して当面無視して思考しなければならない。全てを考慮すると無限の時間がかかってしま

うからである。つまり、枠（フレーム）を作って、その枠の中だけで思考する。だが、一つの可能性が

直面している問題と関係するかどうかをどれだけ高速のコンピュータで評価しても、場合分けしなけ

ればならない可能性が無数にあるため、抽出する段階で無限の時間がかかってしまう。これがフレ

ーム問題である(７)。よって、即座の完全自動運転は非常に困難であるといえる。せめて運転アシ

スト機能を導入したシステムであれば広島県や広島広域都市圏ではまず立ち上がる可能性が高

い。全国の過疎地域でも同様のことが言える。とはいえ、高齢ドライバー問題から公共交通機関の

自動運転への置き換えは将来的には不可避的である。その場合も安全面からシートベルトは義務

づけられているので、搭乗者の位置はさほど変わらず DSM によるセンシングも可能ではある。さら

には Connected（コネクティッド）された自動車からドライバーの生体情報が抽出され、そのときのド

ライバーの状態だけではなく日々の変化を見守ることも可能となる。 
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図 1 広島広域都市圏(6) 

 

1.4 医師の慢性的不足 

 医師も都市に集中する傾向があり、地方ではかかりつけ医の確保も課題になっている。広島県に

おける無医地区の多さは全国 2 位であり、開業医の高齢化・後継者不足により、今後、更に無医

地区が増加する恐れがある（８）。図 2 は広島県内の無医地区の推移を示したものである。無医地

区のほとんどは県北に位置している。県北は公共交通機関も利便性を欠いており、ほとんどの住

民はマイカーにより移動している。マイカーの DSM に健康管理や診断システムを導入することによ

り、マイカーをかかりつけ医にする構想が現実味を帯びてくる。県内の特定検診受診率は全国で

46 位であるなど県民の健康に対する意識は高くない。また、１人当たり国保医療費も全国１位とな

るなど県民医療費は高額となっている（８）。健康診断を意識させない日頃の診断が重要と言える。

健康管理意識の高い方はすでにグーグルウォッチなどを装着し、心拍変動なども管理できるように

なっている。ただ、このような腕時計型のセンサではやはりその装着を意識せざるを得ない。

Society5.0 型のセンサの存在を意識させないシステムこそが求められており、運転に集中しつつ、

ドライブついでに健康診断となることに意味があるのである。 
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図 2 広島県内の無医地区数の推移（５） □は H16 調査⇒H21 調査 

 

1.5 マイカーをかかりつけ医に 

 以上のことから、広島県、広島広域都市圏の自動車産業のあるべき姿とは、病院文化を受けつ

いた質の高い医療を自動車の DSM に展開し、マイカーをかかりつけ医にするシステムを開発し、

広島から、全国へ、そして同じく高齢化や過疎化が進む先進国諸国へ広げてゆくことであり、それ

がこの地の未来開拓の可能性であると私は考えている。とはいえ、Connected（コネクティッド）され

た自動車には県境、国境は関係ない。ロータリーエンジンを始めとする高度な技術を結術してきた

広島の文化から産学医官金の結束の下で新しい技術を発信するのである。そしてそれを持続可能

とするために、高度な技術を醸成するこの地域の特色を高め、医学や情報科学教育の連携はもち

ろん現在の志士たるエンジニアのリカレント教育をはじめとした産学官金の連携が必要である。持

続可能性を高めるために新規参入障壁を築く必要がある。そのためには自動車産業には医療と情

報科学双方にも精通したエンジニアの人材育成が急がれ、広島地域を挙げての仕組み作りが必

要である。  
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