
【成果発表会：展示】

2007年3月16日（金）、17日（土）、18日（日）
10:00～17:00（最終日のみ16:00まで）

会場：東京ビッグサイト 西展示棟 西２ホール
ブース番号：3252

【成果発表会：セミナー】

2007年3月16日（金）
14:00～16:00（開場は13:30）

会場：東京ビッグサイト 会議棟1階
レセプションホールＡ

※国際オートアフターマーケット併催セミナーにおいて時津事務局長が講演を行います。

（2007年3月16日 東京ビッグサイト 会議棟1階102会議室）
最終頁の詳細をご覧いただき、是非ご参加ください。



成果発表会開催の目的と運営体制

コンセプト

IIC仕様・いよいよ事業化間近！
IIC車載機が創る、オープンな環境下におけるビジネス展開の可能性

開催の狙い

ＩＩＣの活動成果を外部へアピールすることによって下の3点の効果を狙う。

１．IIC仕様で実現する事業化モデルの可能性をアピールする
２．実サービスに近いデモを通して、事業化が近いことを印象づける
３．IICへ参加することによる、新たなビジネス機会創出のメリットを伝える

＜IIC全体＞
１．IIC仕様 第2版を反映したアプリデモにより事業化イメージをより鮮明に打ち出す。
２．IICの事業化に向けた０６年度の取り組みとこれまでの歩みを会員・非会員に紹介する。

＜企画委員会＞

１．企画委員会の活動報告・企画委員会主催の勉強会での討議内容などを紹介する。

２．企画委員会下で活動中の６WGの事業化に向けた取り組みを紹介する。

＜技術委員会＞

１．技術委員会の活動報告・技術委員会主催の勉強会での討議内容などを紹介する。

２．車載機の実機・実例展示とこれからの方向性を紹介する。

訴求内容

運営組織

「成果発表会推進会議」を発足し、成果発表会運営をとりまとめております。

幹
事
会
・
幹
事
連
絡
会

成果発表会推進会議
議長：時津 副議長：前川、藤沢
ステアリングメンバー：都築、中村、植原、赤木
メンバー：企画・技術委員会のステアリングメンバー
事務局：横山、浜口、宍戸

企画委員会

技術委員会



アプリデモ

車載機および
モバイルルータ展示

プラット
フォーム
仕様書
関連

ＩＩＣ
活動
内容

事業化WG報告

事業化WG報告
（普通自動車）

事業化WG報告
(商用自動車）

展示概要

ＧＳＴ
展示

開催会場
06年度成果発表会の開催会場として、事業化に向けた活動成果を効果的にアピールしていくため、
業界関係者が多く集まる「第6回国際オートアフターマーケットEXPO2007」を選定いたしました。

国際オートアフターマーケットEXPO2007は、国内外の有力企業が約250社が出展し、4万人の来
場者数が 見込まれております。

国際オートアフターマーケットEXPO2007での出展により、会員企業はもちろん会員企業以外の方
に対しても、IICの活動と成果を幅広くアピールします。

展示会場図（案）

展示詳細

事業化WG報告

・普通自動車（スバル）
路面凍結情報による
安全運転支援WG

・商用自動車（タクシー）
コンテンツ配信・パーソナル
テレメトリング事業化WG

・カーポータル事業化WG
・プローブ安全運転支援

・ETC活用サービス
事業化WG
・車両電子情報活用WG

アプリデモ展示&体験
・スムース運行管理

・旬のオススメ・スポット

ダウンロードサービス

・ヒヤリハットポイント

ダウンロードサービス

・今から帰るよコールサービス

・ぐるなびグルメ検索

・ホットペッパーグルメ検索

・Yahoo!グルメ検索
・観光スポット検索

・マイボックス目的地連携

・Taxi行き先ワンタッチ
・駐車場満空検索

・「お出かけQRナビ」

連続ルートガイダンス

・ecoドライブサポート

車載機・モバイルルータ展示
・アイシン精機 ・IAL
・アルパイン ・日本電気
・デンソー ・ＫＤＤＩ
・富士重工業 ・日立

ＩＩＣ活動内容

プラットフォーム仕様書関連

・プラットフォームの解説

ＧＳＴ展示
・GSTとの情報交流の状況
・OSGiデモの紹介

・デモ及びパネル展示



展示会場

第6回国際オートアフターマーケットEXPO2007の概要

名称：第6回国際オートアフターマーケットEXPO 2007

テーマ：～オートアフターマーケットの健全な発展と活性化をめざして～ ～Portal to the Asian Market～

後援：経済産業省/国土交通省/日本貿易振興機構（JETRO）/カナダ大使館/英国大使館商務部/在日インド大使館
/イタリア大使館商務部/スウェーデン大使館商務部/駐日ドイツ連邦共和国大使館/駐日本国大韓民国大使館/在
日アメリカ合衆国大使館/オランダ大使館/在日タイ王国大使館 （以上予定・前回実績）

来場者数：40,000人（予定）

入場料：1,000円（消費税込み/登録制） ※業界関係者のみ（最終日3/18のみ一般入場可）
※特別招待券持参者・WEB事前登録者は無料

出展対象：補修部品・リサイクルパーツ関連、整備・メンテナンス関連、ビジネス支援システム、アクセサリー関連
板金・塗装関連、事業提案・ビジネス提案・ フランチャイズ関連、オーディオ・電子部品関連
中古車ビジネス関連、セキュリティー関連、洗車関連、カスタマイズ関連、カーディリング関連 、その他

来客対象：自動車メーカー/ディーラー、ガソリンスタンド・石油元売り関係、電装品店
中古車販売店・中古車流通関連、ディテイリングショップ、保険会社・アジャスター、整備業/板金塗装業
カスタムショップ/チューニングショップ、媒体関係者、カー用品店・DIY店・量販店、電装品店
部販・共販・部品商、自動車ガラス店 、商社・貿易商、部品メーカー/用品メーカー、その他

ゆりかもめ「国際展示場前駅」から徒歩３分です
りんかい線「国際展示場駅」から徒歩7分です

展示会場は、西展示棟「西２ホール」になります。
セミナー会場は、会議棟1階「レセプションホールＡ」となります。
（併催セミナー会場は、会議棟1階「102会議室」となります。）

セミナー会場
（併催セミナー会場）

成果発表会会場



アプリデモ展示の概要

アプリデモ展示の趣旨

IIC仕様の可能性をアピールするため、カーナビとケータイを連携した
早期の事業化を目指したアプリケーションのデモを行います。

今回のアプリデモでは、ＩＩC仕様の2つの目的

①サービス提供者からユーザへの多様なアプリケーションの提供

②カーナビのナビ機能と連携したアプリケーションサービスの実現

を満たすために、ケータイ上で動作するアプリケーションがカーナビと連携して
目的地の設定や現在位置の取得をできるようにしました。

これまでの活動の集大成である成果発表会でアプリ展示を行い、
皆様からの意見を反映させて、より一層、早期の事業化を促進していくのが
アプリデモ展示の狙いです。

アプリデモ展示の機器構成イメージ

目的地点の設定

自車位置情報の取得

サーバ

データダウンロード

サーバへアクセス

カーナビ ケータイ サーバ

インターネット

活用イメージ

アプリを操作 カーナビに設定 設定した情報の案内

観光

飲食
業務
補助

運転
支援

業務
管理

乗車中に…

車を停車して
欲しい情報を決める。

ケータイのアプリを
起動して欲しい情報を
取得します。

ケータイで取得し
た情報をカーナビ
に設定します。

設定した場所まで案内します。
今後、さまざまな分野で
活用されることが期待されます。



アプリデモ一覧 （13サービス）

運輸会社を想定した
動態管理アプリ

会員にオススメスポットを
ダウンロードするアプリ

音声かバイブレーダーで
ヒヤリハットを知らせる
アプリ

目的地設定時と
自宅周辺で
メッセージを送るアプリ

現在地から最新の
グルメ情報を
検索するアプリ

（サービス運用：ゼンリンデータコム）

現在地情報から最新の
グルメ情報を検索する
アプリ

（サービス運用：ゼンリンデータコム）

現在地情報から最新の
グルメクーポンを
検索するアプリ

現在地情報から
最新の観光情報を
検索するアプリ

ＰＣで登録したスポットを
目的地に設定するアプリ

ＰＣで設定したスポットを
目的地に設定するアプリ

満空情報検索と
提携店舗の検索アプリ

道の駅のポスターや、
情報誌「お勧めルート
ガイド」のＱＲを携帯で
読み取り、目的地を
設定するアプリ

配送ドライバーの
エコドライブ支援を行う
アプリ。
途中と終了時総合評価
を確認できる。

スムース運行管理
旬のオススメ・スポット
ダウンロードサービス

ヒヤリハットポイント
ダウンロードサービス

今から帰るよ
コールサービス

ぐるなびグルメ検索

ホットペッパー
グルメ検索

Yahoo!グルメ検索 観光スポット検索
マイボックス
目的地連携

Taxi行き先ワンタッチ

アプリデモブースでは
コンパニオンが
アプリデモを説明いたします。

ご不明な点などございましたら
お気軽にお尋ねください。

アプリデモのご説明について

駐車場満空検索
「お出かけQRナビ」
連続ルートガイダンス

ecoドライブサポート



成果発表会セミナースケジュール

IIC会員およびＩＴＳ関連団体の皆様に、 IIC活動の最新状況やIIC会員の事業化に向けた取り組み
などをお聞きいただく場として、成果発表会セミナーを開催いたします。セミナーに参加していただ
き、IIC活動に対する理解やIIC会員との交流を深めていただけましたら幸いです。

会場：会議棟1階レセプションホールＡ

３月１６日（金） ※敬称略

14:00-14:05 開会

14:05-15:10 第3回情報交換会＜テーマ：事業化最前線＞
14:05-14:20 駐車場サービスの今後の展開

青木 新二郎（パーク24）

14:20-14:35 カーポータルが創るナビとＰＣ・携帯の端末連携サービス

藤沢 秀幸（ゼンリンデータコム）

14:35-14:50 インターネットITSによる公衆移動体へのコンテンツ配信

郭 宇（シスコシステムズ）

14:50-15:05 パーソナル化するインターネットITS～アフターマーケット
におけるパーソナル・テレマティクスの実現

赤池 英二（モバイルキャスト）

15:05-15:10 情報交換会 総括

時津 直樹（事務局長）

15:10-15:20 休憩

15:20-16:05 報告会
15:20-15:35 企画委員会報告

都築 清士 （企画委員長）

15:35-15:50 技術委員会報告

中村 博行 （技術委員長）

15:50-16:05 成果発表会開催について
前川 誠 （副議長）

16:05-16:10 閉会

※セミナーの内容等に関しては当日変更になる事がございますので予めご了承下さい。

セミナーに参加される方はIIC会員サイトから出席の手続きをお願いいたします。
IIC会員サイトは、ＩＩＣのホームページ<http://www.internetits.org/>にございます。
セミナー会場は、13:30から受付を開始いたします。
お早めにご来場いただけますようお願い申し上げます。



併催セミナーでのIIC関連講演

第6回国際オートアフターマーケットEXPO2007の併催セミナーにおきまして、時津
事務局長および関係省庁様の講演があります。成果発表会セミナーと併せて是非
ご聴講ください。

なお、併催セミナーに参加される方は、事前に国際オートアフターマーケットEXPO
運営事務局まで申し込みが必要となります。下のURLより申し込み用紙をダウン
ロードしていただき、必要事項を記入の上、郵送またはFAXで提出いただきますよ
うお願い申し上げます（3月1日必着）。
※申し込み用紙ダウンロードURL http://www.iaaejp.com/japanese/pdf/seminar_application_J.pdf_01.pdf

会場：会議棟1階102会議室

3月16日（金）

10:20～11:20 「ITSの重要性 今後のインターネットとのつながり」

橋本 道雄 様 （経済産業省）

11:30～12:30 「アフターマーケットに於けるインターネットITSの

可能性ついて」

時津 直樹 様 （インターネットITS協議会）

ITSは運転の操作性や安全性ばかりでなく、今までに考えられなかった

利便性や娯楽性などを追及できる大きな可能性があります。

ITSとインターネットがもたらす業界の変化を探ります。

12:30～13:00 休憩

13:00～14:30 「自動車整備事業の動向」～整備事業者に対する

行政処分等の基準の見直しや高度な車載診断（OBD）

システムなどについて～

春原 俊男 様 （国土交通省）

※セミナーの内容等に関しては当日変更になる事がございますので予めご了承下さい。

無料

無料

無料


