
自動運転のレベル６と仮称：FCV又はEVが意思をもち
、ケア付きレストラン、ディサービスや病院等へ、ア
ポをとった上で連れていく。水素タンク又は蓄電池又
は水素タンク＆水タンクの交換及び排水も自動（6㎞
）で行動を起こす。（AIスピーカで車側と簡単な会話
ができる。）

車内自動介護システムの要となる技術は、臭いのし
ない「マイラクリーントイレ」とロボットウオシュレ
ット（AIがカメラで見ながら、ウオシュレットのノズ
ルの角度を変えて、お尻の位置が少しずれていても、
完璧に汚れを取り除く）と寝返り不要な極楽ベッド（
ワイシャツのサイズのように、体形に合わせ、頭部・
背中部・臀部・ふはぎ部を低反発素材で受け、かつ臀
部には排せつ用の穴があいている。）です。

車内自動介護システムによって、家族の介護の負担
がほとんどなくなり、また足腰の立たなくなった高齢
者や障害者、そして目の見えない人は、尊厳が守られ
、AIスピーカで車側と会話して、ゆっくりですが、誰
気兼ねなくどこにでも行くことができます。

多くの施設がケア付きになり、美術館やデパートな
どでも、チップ（千円程度）で、高齢者ボランティア
や高校生の課外事業などで、車いすのへの乗せ変えや
見たい場所への移動が可能となる。

←補足：EVの場合、バッテリーの充電を繰り返すと、性
能が劣化し、特に高速充電では劣化が顕著なので、また
足腰の弱った高齢者や障害者、あるいは目の見えない人
や子供では、充電作業ができないので、ＥＶ及びバッテ
リ―充電システムは今後の主流にはなりえないないと考
えています。将来FCV＆水素タンク交換型が主流になる。

←補足：我々が普段PCを使っていると、ハングアップが
時々発生（動かなくなる）するが、自動運転車も同様で
、いくつもの偶然が重なった（信頼性試験では確認する
ことができない）割り込み処理が発生し、車の制御が効
かなくなる可能性があります。
市場故障率０を目指し、不具合の解析を常に繰り返し

フィードバックをし、よく洗練された工場でも、市場故
障率0.01％程度が限界です。（日立のベテラン技術者の
見解では、車の場合には0.1％程度ではないか）なので、
故障＆事故は必ず発生するという前提が必要です。
時速6㎞であれば、どこかにぶつかっても大けがには至

らず、多くの場合人はよけることができる。

「車内自動介護システム」

高齢者や障害者で足腰の立たない人や目の見えない人が、
尊厳を守り、家族の負担にならず、自由に移動が可能となる
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←補足：身寄りのない人は、基本的に集団で暮らし、元
気な高齢者が車いすの載せ替え等のケアーをし、仲間と
の語らいがある。親のない子供も暮らせる。（P6参照）
ケア付きレストランや24時間ケア付き温泉（送迎のな

いディサービスの拡大版）等が充実し、一人でも十分に
暮らすことができます。

介護施設が不要となり
市の財政が大幅改善
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B

C

D

１

２

９

３

４

５

６

７

８ 10

11（x4
）

12（x2
）

名 称 補足説明

１ 人

２ 背もたれ リクライニング機能

３ 頭部保持部 個人の頭部の凹形状

４ 背中保持部 個人の背中の凹形状

５ 臀部保持部 個人の臀部の凹形状

６ 座部 ２とは連結している。

７ 足おき部 ２，６ とは別ユニット

８ 排泄用穴 水洗トイレ等に連絡

９ すりばち 汚物を８へ誘導する。

10 きんかくし 前に飛び散り防止

11 空気タイヤｘ４ 車いす兼ベッド

12 ふくらはぎ保持部 ふくらはぎの凹形状

Ａ 肩幅 寸法計測箇所

Ｂ 肩～頭部中心 寸法計測箇所

Ｃ 肩～臀部中心 寸法計測箇所

Ｄ 臀部尻頂点間 寸法計測箇所

３，４，５,12は、低反発素材（生卵が割れない）を使用し、
３Dプリンターで製作するか、ベースを製作し、低反発素材の敷
物を貼り付ける。また、高さ調整（スペーサー）が
可能なようにする。 A～Dの寸法計測をし、個人一人一人の専用
となるが、人種、年齢、性別を考慮した汎用形状のもの（30万程
度）と、裸の画像を送ってもらい、精密に本人の形状に合わせる
（100万程度）が想定される。

寝返り不要な超極楽ベッド兼電動リクラ
イニング椅子➨ロボットウオシュレット付
帯のマイラクリーントイレと連携する。

8～10は一体射出成型にて、子供～２mの大人の１０サイズを揃える。

日常の
ベッド
＆イス

低速自動
運転車の
椅子兼ベ
ッド

＝低反発
素材

Japanese patent: 6882812
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匂いの全く出ないトイレを実現し、個室で分離することなく、
居住のスペースを有効利用を行う。在宅介護では、居間や食卓
に長く座っていられる椅子として設置し、家族の子供や配偶者
等が、おむつ交換の負担なく、各種の介助が可能になる。

右図のように、便座からファ

ンで匂いのある空気を水タンク
内を通して、匂いの大半を除き
、またフィルターで完ぺきに匂
いを取り除くことによって、ト
イレの居室化が達成される。

臭気がもし残存しても、ファ
ンの逆回転で臭気のある空気を
吸引し、消臭してから、空気を
吐き出すシステムになっている

一般の個室トイレでも、誰か
の直後に入るのは気を使うが、
匂いが全く発生しないので、互
いに安心してトイレが使える。
家庭用の個室トイレとしても普
及すると考えられる。

番号 名 称

1 トイレ便座

2 エアー口

3 ロボットウオシュ
レット(匂いセンサー
付帯）

4 エアーダクト

5 流し水管

6 ヒーター

7 ファン

8 逆流防止弁A

9 消臭・芳香剤BOX
（活性炭）

10 逆流防止弁B

11 水タンク注入管

12 水タンク蓋

13 脱臭フィルター
（消臭ゲル玉の間を
通す。）

14 水タンク

1

3 2

4

5

6

7

8

91011

12

13

14

ファンが正転の時は匂いを吸い上
げ、水を通すこととフィルターで
匂い消し、逆転時は、暖かい空気
を便座に送り、お尻を乾燥させる

メッシュ状のエア
ー排出口と水中水
車：エアーを水中
で細かい泡にする

世界にトイレ革命をもたらし、マイラクリーントイレの名は、
新たな日本文化の象徴として、その名を後世に残すでしょう。

ウォシュレットに続き、日本

のトイレは「最高」のイメージ
を植え付けることができる。
構造を誰にでも分かりやすく

、イラストで示すことができる

マイラクリーントイレ構造

排泄の意思がなくなっても
匂いセンサーが働き、匂い取
り＆洗浄システムが稼働。

マイラクリーントイレ（＝my、楽、きれいの造語）

＜マイラクリーントイレ談話室＞

麻雀ができる卓に、各席パーソナル便座
を設定し、麻雀やトランプ、囲碁将棋等
食事やお酒を飲みながら、楽しく過ごす
。（移動や食事の介助、PCやゲーム等の
用意は、高校生アルバイトや高齢者の

ボランティアが行う。）

ロボットウオシュレット：AＩがカメラ
で見ながら、ノズルの角度を自在に動
かし、汚物を完全に除去する。（お尻
の位置がずれていて、洗浄ができない
ときは、警告のシグナルを出す。→
人が介在し、体の位置を修正する。）

Japanese patent: 6489725
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drinking

Washlet

25

25

Myra clean toilet

自動交換ハウス（P4）に行き、水素タンクやバッテリーと大型水タンクとを自動交換し、寝返り不
要の極楽ベッド（P1）と匂いのしないマイラクリーントイレ（P2）付帯の時速６㎞の低速自動運転車

＜LSC＝ low-speed self-driving car＞

13

In the area where drainage is 
possible, the solenoid valve is 
opened to drain the sewage. 
(You won't get your hands dirty, 
and you won't smell it.)

LSCに搭載のAIが、予約をして介護付きレストランやデイサ
ービス、病院などに連れて行きます。水素タンクや蓄電池＆
水タンクの交換や排水も自動で行います。（AIスピーカーで
車と簡単な会話ができます。）→「車内自動ケア」

自動運転モードは6kmと遅い
ので、運転できる人は運転す
ることが多いと思われます。

大型水タンク

排水タンク

水素タンク

lift desk

Robotic hand in automatic 
exchange house

Robotic hand in automatic 
exchange house

bed mode

bed mode

自動運転の登場で子供や障
害者、目の不自由な人も登
場し、自動交流の時代へ.

pulley x4

food & work

handle 
(option)

If a person drives, it will be 
possible to run at legal speed.

Japanese patent: 6792891 4/7
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Drive-through type hydrogen tank 
automatic exchange system

Hydrogen outlet

Hydrogen tank Lock mechanism

Robot hand

EV (electric vehicle ）

Storage 
battery 
automatic
Exchange 
house

In order to standardize the EU 
specifications globally, more 
ingenuity (acquisition of new 

patents, etc.) is required.

The process of replacing this hydrogen 
tank is easier and safer than any other 

system devised in the world.

Charging area

The energy source for system operation is a 
nearby tree-type solar power generation 
system, a pool set up in a river, water current 
power generation by floating an artificial island, 
etc., but hydrogen tanks are not filled, and LSCs 
for hydrogen tank transportation are used. At , 
a tank filled with hydrogen is transported.

Turn left to enter, right to exit.

Step1：Registered vehicle is confirmed by 
surveillance camera 20 and shutter = 19 is opened. 
(Payment is electronic payment)

Step2：LSC's AI stops the car at a given 
position, turns off the engine, and operates the 
hydrogen tank cover operation knob = 13. As a 
result, the front part 15 of the car opens.

Step3：The HEH robot confirms the contents 
of STEP2, unlocks the hydrogen tank, then lifts 
and replaces the hydrogen tank, and then locks 
the hydrogen tank.

Step4: After confirming STEP3, AI of LSC presses 
operation knob 13 and closes the battery cover. Next, 
HEH opens Shutter 4. (Close 19) ⇒ After confirming 
that the car has left, HEN closes the shutter 4.

Japanese patent: 6741323

hydrogen tank automatic exchange house=HEH
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英収入

1F: AI multi cafeteria (24 hours)

2nd floor: karaoke, mahjong, pub, 
table tennis, Cafe ,lounge.billiards

Mutual care and joint childcare (because there is no diaper change) 
We will create an environment where everyone can live happily.

（(LSC will take you anywhere such as a department 
store with care, a hospital, a day service, etc.)）

place of rest
(children's playground)

コイン
ランド
リ－
各戸用
収納庫

Hydrogen tank automatic 
exchange house (hydrogen 
tank, water tank, drainage)

AI World Restaurant 
(Reservations are made on 

a smartphone, and 
ingredients are ordered 
from all over the world.)

restaurant 
with care

hospital with care

day ervisce

1F & 2F aisles and watching seats

シャワ
ー室ト
イレ

LSC： Low-speed self-driving cars help people who have difficulty living alone due 
to low income, disabilities, or old age living happily while helping each other. 

tree type
storage 
battery

AI surveillance (cameras) ensures a safe life.

for each 
house(car)
Storage

coin laundry 
(Large dryer)

shower 
&toilet

tree type tree typestorage 
battery

If necessary, set up a 3rd 
floor or higher, and 
prepare a nursery school 
for children aged 0 to 2, 
a bedroom for children 
aged 3 to 15, a play area, 
a TV viewing room, a 
study room, etc.

LSC

LSC
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AI restoration 
video of 
deceased 
parents when 
they were 
young in their 
30s

I wish you had told 
me to study 

harder...

Just like your father 
said, you grew up to 

be a kind-hearted 
child.

You were good at 
sports  always 
cheerful and 

energetic. Dad was 
always healing.

When you bring in a photo of the deceased, the 
operator will reproduce the video of the age you want 
with AI. The AI server pools the voice waveforms of 
many actors, listens to what is close to who, and 
corrects the waveforms while comparing them.

AI Eternal Center

Municipalities allow establishment of chapels for all religious groups that have 
reported without suspicion of psychic marketing, etc., and each religious group 
establishes an AI Eternal Center, and earns more than the income from offerings, graves, 
charnels, etc. be expected. 20 seats for single visitors, 10 seats for groups of up to 5 
people, etc...

For a while, the AI Eternal Center will co-exist with funerals and graves, but in 50 years 
from now, we will reduce the number of funerals and graves more and more. (return to 
sea)

The AI Eternal Center is where the 
deceased lives forever in the AI server, 
and the family and those who have the 

consent of the family can talk to the 
deceased.

（ ↑ Conversation scene with dead parents ）

It operates with a registration fee of 3,000 yen and a 
maintenance fee of about 3,000 yen per month. 
(requires ) will worship on the way back and forth, and 
have live conversations with the deceased as if they 
were alive. (3,000 yen per person per hour)

The deceased person evolves with AI by 
accumulating past correspondence contents. If it's a 
child, automatically set it to the modern age.

she feel 
like a girl
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モダン過疎地・モダン古民家

水がおいしい、エネルギ代が無料、低料金で24時間どこへでも行ける。

薬品を使わない消毒
の井戸水（UV-LED）
新兵器で数時間で
井戸掘りができる。

雪や強風に強い、ツ
リー型。売電により
水と電気代が無料

廃校や廃ホテルをリニュー
アルした、超大型の憩の家

ミニシアター、麻雀、カラオケ
各種教養教室、各種楽器演奏、
ピンポン、ジャズダンス等・・・
保健室もあって保険の先生がいる
（童心に戻り一日中仲間と遊ぶ）

AI自動運転車管理センター設置

天気の良い朝は、山の上に連れて行ってもらい、朝日を拝んでから歩いて帰宅する。

（疲れたら、途中で休み、場合により車をよぶ。）

時速6㎞の自動運転車
スマートホンアプリ
で、24時間予約可能

高齢者／
障害者／
盲目の人
はモダン
な古民家
で暮らせ

ANNEXー1

外観はアンティークながら
内面はハイセンス憩の施設



過疎の暮らし
移動の問題

廃屋の問題
（使われなく
なった家）

廃校の問題
（廃ホテル）

老々介護問題
足腰の弱った
人の都会の暮
らしの問題

シャッター
街の問題

雇用の
問題

介護難民問題
孤独死問題

廃校や廃温泉ホテルを利用した大型の憩の家・24時間予約が可能な低速自動運転車・
地中に回転機構を埋めたツリー型太陽光発電システム・UV‐LED消毒の美味しい井戸水

地産地消分と姉妹都市への輸出、メンテナ
ンスや清掃等で、大規模な雇用が発生する。

足腰の弱った高齢者全は地方で暮らし、すべての課題が同時解決する。

全方位同時改革ではすべての課題が同時に解決する。

将来は寝返り不要な極楽ベッド＆匂いのしない水
洗トイレ＆ロボットウォシュレットで、自動介護へ

A子さん（75歳）の例：
沖縄に生まれ育ち、大学で東京に出てきて、そのまま

就職・結婚・子育てを終え、65歳で離婚し、花巻市の古
民家を4人（公募）でシェアして暮らしている。
台温泉の入り口にある一度は廃墟となっていた温泉ホ

テルを改装した大規模な憩の家まで10㎞程あり、6㎞の
低速自動運転車で2時間弱をかけて移動するが、朝食を
とりながらの会話がとても楽しい。
（憩の家では、自分の好きな趣味を別な仲間と楽しむ）

B男さん（35歳）の例：
東京で家族4人で暮らしていたが、電気も水道もないが

道路のある山の中（土地代はほぼ０円）に家を建てて暮ら
し始めた。市街地まで10㎞程の距離があるので、家族4人
が朝は一斉に出かけるが、帰りはそれぞれ別の時間帯で、
スマートホンで低速自動運転車を呼び出し、帰宅をする。
（市の補助もあって、10㎞までは一回200円で乗車できる
ようになっている。）UV-LEDで消毒する美味しい井戸水と
ツリー型＋蓄電池は市が設置し、使用料を支払う仕組み。

ANNEXー２
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1920
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2324

drinking

Washlet

Myra clean toilet

大型水タンク

排水タンク

水素タンク

lift desk

bed mode
bed mode

pulley x4

food & work

ハンドル

大画面TV

自動交換ハウスの
ロボットハンド

低速自動運転車：寝返り不要な極楽ベッド・マイラクリーントイレ・ロボット
ウォシュレット・リフト式机（食事・PC台）・AIスピーカー（車と会話）Japanese patent: 6792891

HONDAのネットカタログより

幅広仕様へ
（エンジン部不要）

雪が心配だとAIが判断した場合、
LSAは除雪装置を自動で装着する。

雪国仕様LSA（＝低速自動運転車）

雪国仕様車は、基本的にスタッドレスタイヤ
＆４輪駆動車＆大きめなタイヤで構成される。
LSAのAIが必要だと判断した場合、AIスピー

カーで搭乗者にアナウンスした上で、LSAは除
雪装置を自動で装着してから、自動走行する。
（雪の量によっては６㎞より速度が遅くなる）

除雪
装置

電動昇降台
（LSAの指示で上下）

ばね性の
ある接点x２

装置側の
接点x２

装置側のひ
っかけ部x４

LSA側フッ
ク部ｘ４

除雪
装置

（昇降台下限）

（昇降台上限）

自動除雪
＆自動介護で
雪国の人口爆発

ANNEXー3

OR

AIアバーター他
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遅くまで残業をした後に、LSC

では運転するわけではないので、
低速の分、ゆっくりとスキンシッ
プを楽しむことができる。

PCやスマートホンで、
赤ちゃんをいつでも見
ることができる。

LSCは一定時間ごとに、契約している授乳施
設につれていき、その間、大画面TVには、AI＝
超天才お母さんアバターが登場し、一緒に遊ん
でくれる。

少子化対応は、お金だ
けの問題ではなく、安心
安全な子育て及び英才教
育をしながら、残業や出
張もして、そして恋や趣
味も楽しめる環境の構築

にある。

通勤の行き帰り
のLSCの車内の様子

母親が仕事中での
LSC車内の様子

LSC車内自動保育システム

母親アバター
（超博識）

（スマートホンで管理する）低速自動運転車（＝LSC）＆母親アバタ
ー

LSC車内自動介護システム

双方向

リース型と賃貸し型がある。

介護施設＆保育施設の大幅縮小
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愛情たっぷりの母親と超博識母親アバターによって育てられた子供は人の痛みのわかる天才に
育つ

母親（多忙で
も
愛情たっぷり
）



A時間帯：
6時～21時
時刻表あり、
アシスト要員
2名が必要

B時間帯：
21時～翌６時
時刻表なし、搭
乗者セルフで発
進・停止を行う
。

匂いのしない
水洗トイレ付帯

24時間
スマートホン
で
予約が可能な
自動運転車

バリアフリ
ー停留所：車
いすや宅配ロ
ボットも乗車
する。

人手アシスト型の低速自動運転バ
ス24時間運航の自動運転バス（ただし、昼の時間帯は車い

すや障害者のアシストとして、また発進＆停車要員として
、２名が搭乗する。（１６歳～１００歳の老若男女が働け
るようにする。）

衝突時の衝撃を和
らげるクッション

スマートホンで予約をし、予約状況により、自動運転バスの台数・
時間間隔を加減するシステムを備えた、自動運転のＦＣＶ又はＥＶ
。（専用レーンでは60㎞で走行し、優先レーンでは6㎞で走行する。

）

故障や事故前
提

商店街が復活
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