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全国初！ 港町を走るグリスロ潮待ちタクシー
社会
Society

広島県福山市の鞆の浦地区は、日本遺産にも認定された港町。人気アニメ映画の
モデル地として注目を集めたことや貴重な歴史遺産が点在することから、年々観光客
が増えています。この風光明媚な瀬戸内の町に、今年4月、当社製ランドカーをベース
としたグリーンスローモビリティが走り始めました。観光客や地域のお年寄りを乗せた「鞆
の浦グリスロ潮待ちタクシー」は、今日もゆっくり・のんびり運行しています。

「未来のヤマハ」の最前線、その順調な船出
人材
Human
resources

先端技術や高度人材の獲得、さらにはオープンイノベーションの推進など、複合的な
ミッションを担った当社の研究・開発機関「ヤマハモーターアドバンストテクノロジーセン
ター（横浜）」（YMAT）。その開設からちょうど1年が経過し、わずか数名でスタート
したオフィスはおよそ40名の人材で活気に満ち溢れています。多様な人材が互いに刺
激を与えながら新しい価値を生み出す、YMATのいまを紹介します。

アフリカで始動！水の安全を啓発する「紙芝居」
海外
Overseas

「ヤマハクリーンウォーターシステム」は、自然の水浄化の仕組みを応用したシンプルな
浄水装置。主に水道設備のないアフリカやアジアの小規模集落で設置が進み、現
在、世界で36基が稼働しています。その利用率を高めることで人々の健康に寄与しよ
うと、ちょっとユニークな啓発活動がアフリカで始まりました。「安全な水」に対する意識を
高めることを目指した紙芝居。セネガルで実施した実証実験の様子をお伝えします。
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前例のないグリスロタクシーの事業化に
あたり、山田社長が各方面に行ったさま
ざまなアプローチを一つひとつお伺いしま
した。「全国に同じ課題を抱えた地域はた
くさんある。そのモデルを鞆の浦で実現したい」。その
情熱が、実証実験からわずか4か月のスピード導入を
実現させたのだとあらためて感じました。もうすぐ夏休
み。この夏は鞆の浦でゆっくり・とことこ史跡巡りなど
いかがでしょうか？

（広報グループ： 畠山 貴之）

タクシーとして活躍する当社製グリーンスローモビリティ
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全国初！ 港町を走るグリスロ潮待ちタクシー

「緑ナンバー」は全国初への挑戦の証
「運行中のドライバーが地元の皆さんとすれ違うたびに、『こんにち
は。暑いですねぇ』などと気軽に声をかける。すると観光にいらした乗
客の皆さんも、つられて『こんにちは』と挨拶してくれたりするんです。
解放感があって、ゆっくりのんびり走るグリスロならではの光景です」
こう話すのは、広島県福山市でアサヒタクシー（株）を経営する山田
康文社長。今年4月、全国で初めてグリーンスローモビリティ（時速20
キロ以下で走行する定員4人以上の電気自動車）を用いたタクシーの
事業化を実現し、その運用現場の様子を楽しそうに話してくれました。
昨年秋に実施された実証実験から導入まで、わずか4か月。全国初
のチャレンジだけにクリアしなければならない課題も山積みだったそう
ですが、「国交省や中国運輸局、福山市等からの力強い支援によって
スピーディな実現が可能となった。車両に装着された緑ナンバーは、
その証です」と、あらためて関係者に感謝の意を表しました。

注目は全国規模。首都圏や九州から視察団が多数訪れる

行政との連携で活用の拡大を目指す
「グリスロ潮待ちタクシー」と名付けられたタクシーが運行する同市・
鞆の浦地区は、昨年5月に日本遺産にも認定された港町。人気アニメ
映画のモデル地として注目を集めたことや、古い町並み、貴重な歴史
遺産が点在することから年々観光客が増えています。その一方で、お
よそ4,000人の住民のうち半数弱が65歳以上と、急速な高齢化は地域
の大きな課題。山田社長がグリスロに注目したのもこの視点でした。
「私の祖母はこの地区の出身で、山の中腹に住んでいました。急な
坂道をしんどそうに登っている姿を、私は小さい頃から見てきました。
その光景が発想の原点。ですから、一般のタクシーが乗り入れできな
いその狭い坂をぐんぐん登るヤマハの車両を見て、感無量でした」
運賃は地域の小型タクシーと同じ初乗り630円。鞆の浦地区内限定
の運行で、週末には1日で5～10件ほど稼働しているそうです。また、
高齢者の利用を念頭に電話による配車依頼にも積極的に対応するほ
か、フェリー乗場など観光拠点にも配置するなど、地域住民と観光客
の両方に対して認知を進めながら定着を目指しています。
「とは言え、まだ理想とはほど遠い。1回の乗車で200円。みんなで乗
り合いができてこそグリスロの持ち味が出ると考えています」と、山田社
長。「貨客混載、他の交通と連携した観光遊覧、団地とバス停のつな
ぎ役など、アイデアはまだまだたくさんあります。それらを行政等と連携
して一つひとつ実現していきたい。この町を良くしたい」という思いを原
動力に、すでに2台目の導入を検討しているそうです。

「町を良くしたい」とアサヒタクシー（株）の山田社長
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YMAT採用情報
https://global.yamaha-motor.com/jp/
recruit/career/ymat/about.html

YMATは、当社の「今をつくる（既存事業と
技術の強化）」と「未来をつくる（新しい事
業と価値の創造）」を目的に開設しました。
1年前にはどんがらだった事務所は、現在
はほぼ満席状態です。壁いっぱいに据えられたホワイ
トボードには、先鋭的なクリエイティブを行う職場らし
く、当社の未来を描き出そうとするメモやアイデアが
ぎっしり書き込まれていました。
（広報グループ： 畠山 貴之）
部門の垣根を超え、自由闊達な交流をする若手社員たち
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「未来のヤマハ」の最前線、その順風な船出

2030年を見据えた先進技術を強化
JR新横浜駅から徒歩7分。開所から丸1年が経過した「ヤマハモー
ターアドバンストテクノロジーセンター（横浜）」（以下YMAT）のオフィス
は、約40名の従業員で活気に溢れていました。「2021年までに50名と
いう規模を想定してスタートしましたが、概ね計画通りに人材獲得が進
み、拡張や移転の検討を始めました」とセンター長の井本卓哉さん。
静岡県の本社から200km以上離れた横浜を拠点とするYMATは、主
に ①ロボティクス、知能化（AI）、ITの先進技術開発 ②高度人材の獲
得・育成 ③オープンイノベーション推進 という複合的なミッションを
担った当社の研究・開発機関です。現在はロボティクス領域、デジタ
ル戦略領域、先行デザイン領域の3つの機能が同居して、「2030年の
ヤマハ発動機を形づくる術を集中強化」（井本さん）しています。

井本センター長をはじめ、各部門領域の責任者の皆さん

高度人材獲得に成果。シナジー効果も
中でも開設間もない基盤づくりのフェーズでは、人材獲得・育成は最
も重要なテーマです。それぞれの領域の責任者も、「専門的な知識を
有する高度人材は首都圏に集中し、この地域ですでに生活基盤を築
いている。人材獲得においては、これまでの3～5倍チャンスが拡大し
た印象」（先行ロボティクス領域）、「既存社内人材の育成・強化にも機
能している。現在も3週間にわたるデータ分析ブートキャンプを行って
おり、本社各部門から15名が参加している」（デジタル戦略領域）、「製
品デザインだけでなく、たとえば10年後の農業やその仕組みのデザイ
ンをユーザー体験から考えられる人材を求めてここに出向いてきた。
その意向に添ったデザイナーを獲得することができた」（先行デザイン
領域）と、揃ってその成果や可能性を実感しています。
人材だけではありません。先端技術の情報や研究機関、関連企業
が集中する首都圏で、オープンイノベーションの枠組みも作られようと
しています。「これだけITが発達した世の中でも、距離という物理的な
ものを埋め切れていなかったことをあらためて理解しました。学会やセ
ミナーへのアクセスが格段に向上したことで、そこでのマッチングによ
る提携・協業の検討も進んでいる」そうです。
「YMATでは、それぞれの領域が課題を持って研究・開発に取り組ん
でいますが、シナジー効果による社内オープンイノベーションも生まれ
そうな予感があります」と井本さん。「感性で人々の共感を生み出すデ
ザイナーのプレゼンは、技術者のアプローチと異なってとても刺激的。
多様な人材が日々大きな刺激を与え合いながら、新しい価値を創出し
ていくのがYMATの特長です」と話してくれました。
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ニュースリリース
小型浄水装置をセネガル政府に引き渡し
https://global.yamaha-motor.com/jp/
news/2019/0619/cleanwater.html

第7回アフリカ開発会議（TICAD7）の開幕
が迫り、アフリカに関する関心の高まりを
感じています。7月末に開催した当社のア
フリカ事業説明会にも、多数の報道関係
の皆様にお越しいただきました。アフリカの大地を自
分たちの足で踏みしめ、現地パートナーとともに課題
解決に取り組む姿勢は当社の市場開拓の伝統。今回
紹介する紙芝居も、そんなヤマハらしい取り組みの一
つです。

（広報グループ： 壬生 貴）

紙芝居に集まった子供たちは、３つの集落合わせて約350名
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アフリカで始動！水の安全を啓発する「紙芝居」

「安全・安心な水」に対する意識を高めたい
「ヤマハクリーンウォーターサプライシステム（以下CWS）」は、自然の
水浄化の仕組みを応用したシンプルな浄水装置。大量の電気や高価
な薬品、専門知識を持った技術者等を必要とせず、地域住民によって
運用・メンテナンスが可能なことから、主に水道設備のないアフリカや
アジアの小規模集落で設置が進んでいます。現在、世界で36基（うち
アフリカ21基）が稼働しており、今年中には新たにマダガスカルやエチ
オピア、フィリピンにも導入される予定です。
WHO（世界保健機関）の発表によると、下痢症で命を落としてしまう
5歳未満の乳幼児は世界で年間約52.5万人（2017年）にものぼり、安
全・安心な水への恒久的なアクセスは喫緊の課題です。一方、当社の
調べではCWSを導入した集落で下痢、発熱、腹痛、皮膚病の発生が
著しく減っており、導入地域における利用率をさらに上げ、人々の健
康に貢献していこうと紙芝居を使った啓発活動がスタートしました。

ばい菌の入った川の水を飲んでしまう子どもたち（紙芝居）

夢中で聞く子どもたち。紙芝居に手ごたえ
「スタートしたと言っても、まだ実証実験の段階です」と話すのは、紙
芝居のストーリーや原画、キャラクターデザイン等を担当し、現地では
村を襲う怪人役で子どもたちを震え上がらせた岩崎慎さん（当社コー
ポレートコミュニケーション部）。安全な水の大切さを伝える手段として
紙芝居を選んだのは、「今後、世界各地の集落で展開していくことを
考えて、言語以外のコミュニケーションの中で、電気等を使わずどんな
環境でも実施できるから」だそうです。
今年6月、セネガルの3つの集落で披露した紙芝居と寸劇は、平和な
村に現れた怪人が川にばい菌を撒き、その水を飲んだ子どもたちが
お腹を痛めて寝込んでいるうちに大切な村が破壊されてしまうという設
定。しかし、ピンチを迎えた村人のもとに日本からCWSが届けられ、そ
の蛇口から出る透き通った水を飲んだ子どもたちがヤマハマンに変
身、怪人をやっつけて平和が戻ってくるというストーリーです。
「不安もあったのですが、集まってくれた合計350人ほどの子どもたち
は、みんな夢中で耳を傾けてくれているようでした。CWSの水は、安全
な水というメッセージも十分に伝えることができたと思います」と、紙芝
居の有効性に手ごたえをつかんだ岩崎さん。しかし一方で、改良点も
見つかりました。「ヒーローものに親しんでいる日本の子どもたちとは
違って、変身して強くなり、また元の姿に戻るということがよく理解でき
ないようでした。ここを改良する必要があるのと、前夜、上司や同僚と
練習を重ねた寸劇は……もう少し練習が必要ですね」と苦笑い。
なお次回の実証実験は、年末までにマダガスカルで行う予定です。

「みんな夢中で聞いてくれた」と、紙芝居に手ごたえ
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