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6月11日 技術委員会ウェビナー第1回＠Teams
６月8・15・22・29日、7月6日 駐日英国大使館と英国王立協会の共同ウェビナー協力
6月24日 社員総会＆WEB理事会：新会長・名誉顧問就任
7月9日 地域eモビリティ推進委員会第１５回＠Teams
7月6日～10月29日 APEV会員サイト内ビジネスマッチング
7月15日 Super City Smart City Osaka 2021＠グランドフロント大阪 「次世代モビリティ活用による次世代型地域まちづくりモデルの提案」
鈴木理事登壇
7月30日～ EVユーザー企業取材記事掲載開始：日本郵便様、日の丸リムジン様、グリコチャネルクリエイト様、アスクル様、東京電力様
8月30日 技術委員会ウェビナー第２回＠Teams
9月７～9日 MOVE Asia 2021＠web開催に協賛
9月14～16日 未来のクルマ Technology ONLINEに協力
9月21日 読売カーボンニュートラル・デイに賛同＠誌面掲載
10月6日 JIIN第2回イスラエル スマートモビリティバーチャルイベント～電動化の波とShared Mobilityの時代 有馬理事基調講演「2050カー
ボンフリー"に向けた日本のモビリティ電動化」
10月20日 地域eモビリティ推進委員会第１６回＠Teams
11月12日 技術委員会第３回＠Teams
11月19日 地域eモビリティ推進委員会第１７回＠Teams
11月20日 日本EVフェスティバル取材報告
11月24～27日 Automechanika Shanghai（アウトメカニカ上海）＠上海（WEB配信）協賛
12月～1・3～4月高校生向けEV試乗会（広尾学園様、横浜サイエンスフロンティア高校様、品川女子学院様、水海道第一高校様、松山工業高校様）
1月20日 「APEV：国際学生“社会的EV”デザインコンテスト2022」記者発表会＠Teams
2月3日 地域eモビリティ推進委員会第１８回＠Teams
2月8日 インド大使館ラウンドテーブル 有馬理事登壇
2月25日 技術委員会ウェビナー第４回＠Teams
3月８日 MOVE EV_2022 MOBILITY RE-IMAGINE：INNOVATION, TECH, PERFORMANCE FOR ELECTRIC VEHICLES IN ASIA協
賛・出展
3月17・18日 げんきに暮らせる未来を創る 健康まちづくりEXPO2022（オンライン）協賛・出展
3月24日 インド大使館・カンダール公使との面談
3月27日 APEV：国際学生“社会的EV”デザインコンテスト2022」プレワークショップ開催＠webex、日本IBM様

【APEV2021年度活動のご紹介】
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地域eモビリティ推進委員会 今年度はTeamsで4回開催いたしました。

【第15回委員会】（2021年７月９日開催）
「ゼロエミッション東京」の実現に向けて ～令和３年度EV普及事業概要～東京都環境局 地球環境エネルギー部ZEV推進担当/

「すべての人に移動の自由を～歩行領域EVと超小型EVご紹介～」トヨタZEVファクトリ ZEV B＆D Lab／「ゼロカーボン・ド
ライブ（再エネ電×EV/PHEV/FCV）による地域脱炭素とモビリティ確保について」環境省 大臣官房環境計画課

【第16回委員会】（2021年10月20日開催）
「 Mobility Innovation モビリティサービスを通じて、人々の暮らしをもっと豊かに」MONET Technologies株式会社 事業推

進部 ／「しずおか自動運転ShowCASEプロジェクト実証実験について」静岡県庁交通基盤部建設政策課／
「ひたち圏域MaaSプロジェクトのご紹介」株式会社みちのりホールディングス／「デジタル・スマートシティの取組、浜松版
MaaSの取り組みについて」浜松市デジタル・スマートシティ推進事業本部

【第17回委員会】（2021年11月19日開催）
「2020年代の中国自動車産業に起きる次なる変化」株式会社日本総合研究所創発戦略センター／「アウトメカニカ上海2021 

『AMS Live 2021』のご案内」メッセフランクフルト ジャパン株式会社

【第18回委員会】（2022年2月3日開催】
「ゼロエミッション東京」の実現に向けて～令和４年度EV普及事業概要～」 東京都環境局 地球環境エネルギー部／EVの普及

動向と再エネとの組み合わせ方」 産業技術総合研究所
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技術委員会 開催 今年度はTeamsで4回開催いたしました。

【第1回委員会】（2021年７月９日開催）
「欧州自動車メーカーのEV戦略 カーボンニュートラルを目指す欧州自動車メーカーのEV開発戦略」山根健オフィス／
「Honda e ～ コンセプト・性能・新技術を開発者が語る ～」本田技研工業株式会社

【第２回委員会】（2021年８月30日開催）
「電動車の使用済み電池の再利用ビジネスについて」フォーアールエナジー株式会社／「動力用リチウムイオン電池R100 試験
の報告」一般社団法人 電気自動車普及協会 技術委員会

【第３回委員会】（2021年11月12日開催）
「カーボンニュートラルに向けたソーラーカー実用化の取り組み」 早稲田大学 電動車両研究所／「世界のEV充電規格の最新動
向」CHAdeMO協議会

【第４回委員会】（2022年2月25日開催）
「超小型電動モビリティによる地域経済圏創出」Future株式会社／「海外展示Future Mobility Asiaのご紹介」合資会社
International Linkage／「コンバージョンEVに係るR100-02の適用範囲」国土交通省関東運輸局自動車技術安全部技術課
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WEBビジネスマッチングイベント（7月5日～10月29日まで）

●期間：当初7月5日～10月29日まで
●方法：APEV会員専用サイトにて
●告知：メール配信●回

APEVサイトにて実施中の告知掲載
●掲載：８社８件
●マッチング成果：２件

⇒次年度は正会員様に、現在のお取り組み業
務や興味関心のあることを中心にご案内をいた
だくように変更へ
（どんな仕事を担当されているかがわかり、
コミュニケーションの取り掛かりしやすい状態へ）
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EV×未来社会創造ワークショップ2022（2022年2月12日開催）

Zoom開催の様子

東京大学大学院情報学環
山内教授

日本パラ陸上競技連盟
花岡副理事長

APEV 鈴木理事
（東北大学ＮＩＣＨe教授）

トヨタ自動車 寺澤様 東京大学大学院
逆瀬川特別研究員

東京大学生産技術研究所
次世代オフィス 大島教授

詩人 豆塚様 大学生 鱒渕様

トヨタ自動車 豊島副本部長
（インタビュー収録当時）

●ワークショップの成果：
テーマに沿った課題解決を行動のステップにそって具体
的なアイディアをそれぞれ絞った課題に対して、短時間
ながらよく考えたフレッシュな発想でのご発表をいただ
きました。アンケートから、非常に満足度は高く、EV
や技術に対する興味関心が深まり、学習意欲が向上した
ことが確認できました！後日試乗会も行いました。

●場所：ＺＯＯＭ 水海道第一高校様、松山工業高校様（メイン会場）、
ベネッセコーポレーション新宿オフィス・各講師自宅（オンライン接続）

●主催：一般社団法人 電気自動車普及協会（APEV) 、株式会社ベネッセコーポレーション
共催：東京大学大学院 情報学環・福武ホール

東京大学 生産技術研究所 次世代オフィス（ONG）
広告協力：株式会社ベネッセホールディングス
協力：トヨタ自動車株式会社、日本パラ競技連盟副理事長花岡伸和様、詩人豆塚エリ様、大学生鱒渕羽飛様
参加者：水海道第一高校及び松山工業高校の皆さん
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APEV主催国際学生“社会的”EVデザインコンテスト記者発表会

オンラインでの記者発表会を行い、複数メディアに取り上げていただきました（1月20日）
～Webモーターマガジン、Response、アスキーJP、webCG、交通毎日新聞、雑誌ITV ～

【当日のプログラム】
1）ご挨拶：鈴木 正徳 APEV会長
2）APEV及びデザインコンテスト2022の説明：
3）講演「モビリティ×ITの観点から見た2040
年の社会デザイン【創造】」
山下敏男実行委員長、荒木

4）パネルディスカッション
「モビリティ×ITの観点から見た2040年の
社会デザインと人材育成」藤原洋審査委員長
登壇者：協賛社4社＋藤原 洋(司会：山下 敏

男）
＊50音順

デル・テクノロジーズ(株)
日本アイ・ビー・エム(株)
日野自動車(株)
MONET Technologies(株)

5）お礼：田嶋 伸博 APEV代表理事
6）記念写真(参加者全員)
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国際学生”社会的“EVデザインコンテストプレワークショップ＠webex、日本IBM様

（2022年3月27日13時～17時半）

ハイブリッド開催のワークショップは学生38名、パネリスト他23名参加
で以下プログラムでの開催いたしました。
会場をご提供いただいた日本IBM様には、当日スタッフ参加も多数いただ
きました。ご参加いただいた皆様、誠にありがとうございました！
【プログラム】
１）コンテスト紹介:山下実行委員長
２）ワークショップの進め方説明
２）基調講演「モビリティ×ITの観点から見た2040年の
社会デザインと人材育成」 :藤原審査委員長

３）スポンサー各社様からのご説明
４）未来探索＆未来シナリオ創り
５）まとめ

コンテスト実行委員長・山下理事よりコンテスト説明 コンテスト審査委員長・藤原理事より基調講演

当日配信会場での日本IBMの皆様、カーデザインアカデミー様、サポーター様、APEVスタッフ
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APEV理事のご登壇

【アジェンダ】
⚫ イスラエルでのスマートモビリティの概

要説明
⚫ MaaS分野での日本での展開
⚫ 参加イスラエル企業でのプレゼンテー

ション3社
⚫ 2050カーボンフリーに向けた日本のモ

ビリティ電化
⚫ 参加イスラエル企業でのプレゼンテー

ション3社

Super City Smart City Osaka 2021＠グランドフロント大阪 「次世代モビリティ活用による次世代
型地域まちづくりモデルの提案」鈴木理事登壇 （ 7月15日）

JIIN第2回イスラエル スマートモビリティバーチャルイベント～電動化の波とShared Mobilityの時代
有馬理事 基調講演「2050カーボンフリー"に向けた日本のモビリティ電動化」（10月６日）



9

インド大使館ラウンドテーブル 有馬理事登壇 （2022年2月8日）

インド大使館・ カンダール経済商務担当公使との面談 有馬理事・荒木事務局長（3月24日）

駐日インド大使館主催でオンライン円卓会議が開催され、2月1日に2022～
2023年度予算発表を受け、弊会からも有馬理事が登壇。APEVの活動紹介及び
リニューアルしたデザインコンテストへの学生参加呼びかけに加え、以下をコメ
ントされました。
インドでは、再生可能エネルギーについて拡大する計画をされているとのことで
すが、EVの普及についての情報をお聞きし、インドの電気自動車普及について、
ビジョンや課題など意見交換を行わせていただきたいと思っております。 例えば、
ローカルの小規模な太陽光発電を組み合わせた、仮想発電のネットワークからも
EVへ充電できるような構成では、グリッドから独立した形で運用可能。

APEV理事のご登壇

インドでのEVへの取り組みのご説明や、APEVでの活動紹介
などをベースに意見交換を行いました。
ハードに強い日本とソフトウェアに強いインドは相性がよく、
ラウンドテーブルなどお互いに協力して参ります。
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MOVE EV_2022 MOBILITY RE-IMAGINE：INNOVATION, TECH, PERFORMANCE FOR ELECTRIC
VEHICLES IN ASIA協賛・出展（2022年3月8日）

Automechanika Shanghai（アウトメカニカ上海）＠上海 デジタルプラッ
トフォーム「AMS Live 」（WEB配信）協賛（2021年11月24～12月15日）

オンライン展示会協賛・出展

自動車部品・用品・アフターマーケット製品のための自動車産業総合見本市でアジア
最大規模。
2021年は、新型コロナの影響でリアル開催は延期となりましたが、
デジタルプラットフォームで開催。

げんきに暮らせる未来を創る 健康まちづくりEXPO2022（オンライン）協賛・出展（2022年3月17～18日）

Move EVは、Mobility Re-Imagined（MOVE）のEV(エレク
トリックビークル）特化版としてシンガポールで開催。

TBコミュニケーションデザイン・朝日新聞社主催：ひとび
とが生きがいをもって安心して暮らせる社会を実現するこ
とをコンセプトに、共創プラットフォームにて「健康まち
づくりEXPO」を開催。
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未来のクルマ Technology ONLINEに後援・出展
（9月14～16日、 2022年2月15日~2月17日 ）

オンライン展示会協賛・誌面協力

2020年度に続き、今回で４回目のオンライン
参加となりました。

読売カーボンニュートラル・デイに賛同＠誌面掲載
（9月21日）

APEV会員である読売新聞社様は、カーボンニュートラル社会実現の
ためには産学官オールジャパン体制で取り組むべきとの考えから「読
売カーボンニュートラル・デイ」を経済産業省と連携して8月31日に
開催。当日の内容をまとめた編集記事を9月21日（火）朝刊に掲載し、
特設サイトにもアップ。
この記事の下に「私たちは、カーボンニュートラル社会の実現を応援
しています」とのメッセージと共に賛同団体の一つとしてAPEVのロ
ゴが掲載。
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取材活動

EVユーザー企業取材記事掲載開始 （7月30日～）
対象企業：日本郵便様、日の丸リムジン様、グリコチャネルクリエイト様、アスクル様、東京電力様

日本EVフェスティバル取材報告 （11月20日）

東京国際交流館 プラザ平成（お台場）で開催され
た、日本EVクラブ主催のイベントの取材報告を会
員サイトに掲載いたしました。


