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１．はじめに

１－１．社会還元加速プロジェクト

（１）社会還元加速プロジェクトとは

2007 年（平成 19 年）6 月、2025 年までを見据えた 20 年間にわたる長期戦

略として、「イノベーション２５」
1
が閣議決定された。ここでは、イノベ

ーションで開く 2025 年の日本の姿として、生涯健康な社会、安全・安心な社

会、多様な人生を送れる社会、世界的課題解決に貢献する社会、世界に開かれ

た社会の５つが示された。そして、「イノベーション立国」の実現に向けた「社

会システム」と「科学技術」の一体的戦略を進める政策ロードマップとして、

「社会システムの改革戦略」と「技術革新戦略ロードマップ」が示された。

「社会還元加速プロジェクト」は、「技術革新戦略ロードマップ」の中で、「基

礎研究」、「分野別の戦略的な研究開発」とともに、「三層構造」をなす一層と

して、「基礎研究から科学技術の社会適用までの全体を俯瞰して、実証を通じ

て技術の効果等を示す」ものとして位置付けられた。国民一人ひとりにイノベ

ーションを実感してもらうために、「様々な要素技術の開発とその融合」、「融

合技術の実証研究による社会システムとしての実効性の検証」、「社会へ定着さ

せるために必要な仕組みの構築」として進む過程を、一つのプロジェクトとし

て取り上げる、過去に例のない取り組みとして位置付けられた。

（２）社会還元加速プロジェクトの特徴

「社会還元加速プロジェクト」には、前記の５つの社会像を、国民の目に

見える形で実現していくための先導的なプロジェクトとして、「情報通信技術

を用いた安全で効率的な道路交通システムの実現」を始めとした６つのプロ

ジェクトが位置付けられた。これらプロジェクトは、

・ 異分野技術を融合させたプロジェクトであること。

・ 官民協力、異業種連携、府省融合の仕組みを強化したプロジェクトであ

ること。

・ 公的部門における新技術の活用促進等のシステム改革を包含しているプ

ロジェクトであること。

・ 先駆的なモデル事業であることに鑑み、５年以内にシステムとしての実

効性の検証を行うための実証研究が開始されるプロジェクトであること。

を特徴として備えたものであり、比較的近い将来に実証研究段階に達するい
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くつかの技術を融合し、国が主体的に進めていく先駆的なモデルとなるよう

に、総合科学技術会議の下で、関係府省、官民の連携の下で推進し、実証研

究を通して成果の社会還元を加速することされた。

１－２．本プロジェクトが目指す道路交通社会の姿と目標

「イノベーション２５」においては、2025 年に目指す日本の姿の一つ「安

全・安心な社会」として、ＩＴＳを活用した交通事故の著しい減少、交通円滑

化による二酸化炭素排出量の削減や物流コストの削減が掲げられた。

本プロジェクト「情報通信技術を用いた安全で効率的な道路交通システムの

実現」では、ＩＴＳの関連施策等をフルに活用することにより、これらをモデ

ル都市、モデル路線において先行達成するとともに、その成果を全国展開する

ことを目指した。特に、モデル都市、モデル路線においては、市民の快適性、

利便性や、地域の活性化という視点を加えた 2020 年の目標を、以下のとおり

設定し、これら目標を達成することにより、都市交通の革新と高度物流システ

ムの実現を目指した。

(ⅰ）環境に優しい交通社会の実現～交通により発生するCO２発生を半減、渋滞を大幅

に緩和

○ 地球温暖化を防止するため、燃料電池等のクリーンエネルギー採用、ITSの推進

等車両、インフラ面での対策と市民レベルでの取組みが相まって、交通により発

生する二酸化炭素を半減させる。

○ 快適な公共都市交通と道路ネットワークの整備、交通流制御の 適化により、交

通渋滞を大幅に緩和する。

(ⅱ）安全・安心な交通社会の実現～交通事故死者数を限りなくゼロ

○交通事故死者数を限りなくゼロに近づけるため、路車間、車車間通信技術や、衛

星測位技術等を活用した危険回避を支援する技術を社会に普及させる。

○救援物資の速やかな輸送と復興のための資機材の輸送を実現するため、大地震や

豪雨による洪水等により陸路の一部が遮断された場合における、速やかな事態把

握及び代替ルート、海上輸送手段を確保する。

(ⅲ）産業競争力を下支えする効率的な交通社会の実現

○マルチモーダル輸送の促進による鉄道、船舶による大量ロット輸送、輸配送の共

同化等による積載効率の向上等が相まって、国内の輸送コストを国際的に見て競

争力のある水準まで低下させ、国内立地製造企業の国際競争力向上に貢献する。

○競争力のある産業の地域分散に向け、都市間輸送コストの低減による国内の工場

の 適立地を促進する。

(ⅳ）活力ある魅力的な街作りに貢献する交通社会の実現

○ 地方都市においては、魅力ある街作りと一体化した快適な公共都市交通システム

の構築により、活気ある市街地や美観に優れた町並みが形成される。

○ 観光地においては、ITSによる適切な経路案内や観光名所等に関する案内、公共

交通とのパークアンドライドの普及等により、遠隔地からの訪問客も増加する。

なお、本プロジェクトとしての実施期間においては、社会還元加速プロジェ



2 社会還元加速プロジェクトロードマップ （第 75 回総合科学技術会議資料(H20.5.19)よ

り）（３）具体的な取組み（P.46-49）、（６）実施計画（P.61-62）抜粋
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クトの趣旨に鑑み、技術の実証を重点的に行うこととし、自治体や地域の事業

者、或いは民間コンソーシアムを実施主体とした実証実験に積極的に取り組む

こととした。プロジェクト推進のために選定するモデル都市・モデル路線にお

いて、先導的な技術、施策と既存施策の融合の推進を図り、実証実験等を通じ

て５年以内に具体策とその効果に目処を得ることを目指した。有効性が確認さ

れ、市民合意が得られた事業については、他都市に展開を加速し、2020 年に

おける目標達成を目指した。

１－３．具体的な取り組みと実施計画
2

2020 年度を見据えたうえで、本プロジェクトの 2012 年度までの５年間に取り

組むこととした方策、取組みと実施計画を、４つの分野毎に整理し以下に示す。

〔分野１〕道路交通の安全性の向上～世界一安全な道路交通社会の実現～について

図 1-1-1 ロードマップにおける分野１の実施計画（取組み内容,スケジュール）

〔分野２〕 都市交通の革新について

図 1-1-2 ロードマップにおける分野２の実施計画（取組み内容,スケジュール）
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〔分野３〕 高度幹線物流システムの実現について

図 1-1-3 ロードマップにおける分野３の実施計画（取組み内容,スケジュール）

〔分野４〕 共通項目について

図 1-1-4 ロードマップにおける分野４の実施計画（取組み内容,スケジュール）



- 5 -

１－４． プロジェクトの運営体制

本プロジェクトの推進においては、総合科学技術会議の議員が務めるリーダー

の下に、関係省庁と専門家などからなるタスクフォースを設置し、政策決定や

プロジェクト推進を行ってきた。

図 1-2 プロジェクト関係者の役割分担と連携体制

モデル都市については、立候補する都市を募り、① 二酸化炭素排出量の大幅

な削減に向けた目標設定や新技術の導入等、② 目標達成の実験計画の妥当性や

推進体制などの実現可能性、③ 他都市への展開を見据えた地理的、規模的な特

徴や関連団体との連携などのモデル性について評価を行い、上記タスクフォー

スで選定した。モデル都市やモデル路線においては、大規模実証実験を行い、

成果を国民に見える形にして、課題の把握など検証するとともに、実用可能な

ものは他都市への展開・普及を図った。

表 1-1 各モデル都市の代表的な施策等

モデル都市 代表的な施策等

・除排雪状況の情報の共有化

青森市 ・バスロケーションシステム導入

（地方中核都市） ・道路情報ポータルサイト「青森みち情報」

・あおもり防災情報

柏市 ・プローブ情報を核としたITS基盤情報システムの研究開発

（首都近郊都市） ・次世代公共交通システムの研究開発・実用化

・コミュニティサイクル導入検討

横浜市 ・環境対応車を活用したまちづくりに関する実証実験

（大都市） （超小型モビリティ実証実験）

・エネルギーマネジメントとしてのITSの活用

・エコドライブ評価データを活用した新たな交通サービス施策の検討

豊田市 ・バス運行情報の提供及びデマンドバス化、バスロケーションシステムの導入

（中小都市） ・交通事故死ゼロへの取組

・「みちナビとよた」（豊田市移動支援ポータルサイト）
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関係省庁は、所管施策の推進を行うとともに、モデル都市の支援などに取り組

んだ。

企業については、ＮＰＯ法人のITS Japanがイニシアティブを執り、産業界の

とりまとめを行った。

専門家としてタスクフォースに参加された有識者をはじめとした学識経験者に

は、モデル都市や企業の取り組みも含め、貴重な指導を仰ぎ、産官学連携の取

り組みを進めた。

なお、産学官の役割分担と連携体制の外、社会還元加速プロジェクトロード

マップ
２
においては、目指すべき交通社会の姿の「実現への方策」として、以

下の５項目を併せて実施し、イノベーションを促進することが言及されている。

○情報通信や電子制御技術を活用した次世代ITSの導入

（路車間通信、車車間通信、交通情報収集･配信、高度交通管制）

○次世代技術を活用した移動体の開発・普及

（電気自動車、プラグイン･ハイブリッド、燃料電池車、自動運転）

○効率的な交通･物流インフラの整備

（マルチモーダル交通、交通･物流結節点、公共交通、都市構造）

○市民および企業の自主活動の推進

（TDM、交通手段の 適選択、マルチモーダル輸送、共同輸配送）

○新技術の活用促進のためのシステム改革

１－５．本報告書の構成

本報告書では、プロジェクトの概要や推進体制について、以上１章で述べた。

２章では、１－３で触れた実施計画の枠組みに沿って、５年間の取り組みによ

り、目指すべき道路交通社会の姿の実現に結びつくような成果が得られた主な

技術成果を紹介する。３章では、２章で紹介した取り組みから確認された課題

の整理をした上で、目指す社会の実現に向けて肝要なテーマについて、その推

進方策について触れる。また、 後に、社会還元加速プロジェクトの推進体制

の特徴と今後の進め方について触れる。

本報告書の構成の全体概要は、図１－３に示す。
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プロジェクトの位置づけと特徴 具体的な取り組み：４分野 代表的な取り組み内容 課題整理 推進方策

施策

課題

新たな要因

凡例

－
７

－

推
進
体
制

大規模実証実験の実施

CACC

・隊列形成
・車間距離維持制御
・車線保持制御
・衝突回避制御
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２．目指すべき道路交通社会の姿の実現に向けて得られた主な
技術成果

プロジェクトでは、１-３に示した「具体的な取り組み」に従い、選定した

モデル都市、モデル路線等を実証実験の場として各施策の実用化を目指し推進

してきた。本節では、実施計画に従い推進してきた施策の中で、一定の成果が

得られた主な技術について述べる。

なお、本プロジェクトで取り組んだ施策一覧を末尾資料に添付するとともに、

全施策について、資料編で詳述する。

２－１．〔分野１〕世界一安全な道路交通社会の実現
（インフラ協調による安全運転支援システムの確立）

2006 年に ITS 推進協議会が設置され、交通事故の未然防止を目的とした

ITS による安全運転支援システムについて、官民連携で開発・実用化が推進さ

れ、2008 年度に大規模実証実験、2010 年度には全国展開が開始された。

大規模実証実験では、効果の確認と、共通の方式の車載機を用いた国内１４社

海外３社の参加により実用化に向けた道筋をつけるとともに、デモ実験による

市民、マスメディアへの理解を深め、民間企業も車載機の販売を開始した。

また、全国の高速道路上を中心に約 1600 ｶ所、一般道では、東京、神奈川

等に計 15 ヵ所のインフラを整備し、ロードマップに沿った全国展開に向けた

一歩を踏み出した。

2010 年に「新たな情報通信技術戦略」と「工程表」（2012 年 7 月改訂）が

公表されるとともに、IT 戦略本部の企画委員会に ITS に関するタスクフォー

スが設置された。ITS 推進協議会においては、タスクフォースの提言を踏まえ

て策定された「ITS に関するロードマップ」（2011 年 8 月）に基づき、安全

運転支援システムの具体化・普及に向け連携して取り組んできた。

交通事故の事故累計

分析（図 2-1）を見ると、

追突事故が高い割合を

示している。交通事故

死者数を減らすために、

自動車そのものの安全性 図2-1 事故累計分析

の向上を諮る一方で、安全運転支援のための装備（自律型安全運転支援システ

ム）の充実を図ってきた。また、車両単独では対処が困難な事故に対して、車

と路側システムあるいは車相互の情報通信により安全性を高めるシステム（協

調型安全運転支援システム）の開発と実用化が進められた（図 2-2）。これら

の代表的な取り組みを以下に示す。



1 関連施策名：先進安全自動車(ASV)の開発・実用化・普及の促進(国土交通省自動車局）
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図2-2 安全運転支援システム （出典：ITS Japan）

(１)自律型安全運転支援システム（車両単独の運転支援システム）

先進技術を利用し、ドライバーの安全運転を支援するシステムを搭載し

た自動車の実用化が進んできた1。

一例として、図2-3に示すような「衝突被害軽減ブレーキ」がある。これ

は、レーダーが常に前方の状況を監視し、ドライバーが前方の車両に気づ

かずに近づくと警報を鳴らし、ドライバーがブレーキをかけるよう注意喚

起するものである。さらに、追突の可能性が高い場合には、自動的に車両

のブレーキを作動させて、追突の回避あるいは追突時の被害軽減を図れる

ようなシステムである。

本システムについては、既に2014年以降の新型車両（車両総重量22t以上）、

2015年以降の登録車両（いわゆる新車）から装着が義務付けられている。

図2-3 衝突被害軽減ブレーキのしくみ（出典：国土交通省）



2 関連施策名：次世代安全運転支援システムの実証実験、電波を活用した安全運転支援システ

ム及び簡易版安全運転支援システムの実証実験（警察庁）、安全運転支援情報通信システム実

用化のための調査及び実証（総務省）
3 DSSS: Driving Safety Support Systems
4 関連施策名：ITS による安全で効率的な道路交通システムの開発・実用化・普及の促進（国

土交通省道路局）、安全運転支援情報通信システム実用化のための調査及び実証（総務省）
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(２)協調型安全運転支援システム（道路から車両への情報発信による運転支援）

見通しが効かない進行方向前方の情報など、安全に関する情報を、道路

側に設置された設備から走行中の車両に対して送信することにより、ドラ

イバーは、あらかじめ得た情報をもとに注意しながらより安全な運転をし、

事故を回避できる。

① 安全運転支援システム2 (DSSS3)

ドライバーの視野に入ら

ない位置にある一時停止規

制や信号、自動車・二輪車

・歩行者の存在に関する情

報を、車載装置等で受信が

可能になった。ドライバー

は、これら情報に基づき、

より注意深く運転すること

により、追突や出会い頭に

よる衝突などを回避しやす

くなった。 図2-4 安全運転支援システムの例
（出典：ITS Japan）

② ITSスポット4

全国の高速道路上を中心にITSスポットを整備し、2011年より世界初

の路車協調システムによるITSスポットサービスを実現した。本サービ

スでは、広範囲の渋滞データを配信し、カーナビが賢くルート選択する

ダイナミックルートガイダンス、道路の交通安全上の課題に合わせて、

障害物や渋滞末尾、事故多発箇所の情報提供を行う安全運転支援、料金

の支払いをキャッシュレスで可能とするETCの３つの基本サービスを提

供しており、決済、観光、物流などの多様なサービスへの展開も期待さ

れている。

安全運転支援については、音声や画像等により適切なタイミングで情報

提供を行っており、例えば、首都高速では道路延長の２％に全事故件数の

約20%が集中しているが、そのような事故多発箇所で追突事故等を６割削

減するなど、ドライバーの安全な運転に貢献している。



5 関連施策名：200V 倍速スタンド整備補助、電動車両購入補助（横浜市）、低公害車の導入、

及びソーラパネル等を用いた充電施設、低公害車の購入支援の拡充（豊田市）、環境対応車を

活用したまちづくりに関する実証実験（青森市）
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図2-5 ITSスポットからの情報提供サービス事例

（出典：国土交通省）

２－２．〔分野２〕都市交通の革新

都市交通の革新については、街作りと一体となった取り組みが重要であ

る。利用しやすい交通体系の構築や、過度の自動車依存を是正するための多

様な交通手段の快適・ 適組み合わせの促進など、様々な方策を実施する必

要がある。

また、2020年度の達成目標でもある「環境にやさしい交通社会」を実現す

るためには、高い市民の認知度が必要である。①車両からのCO2排出量ゼロ、

②渋滞ゼロ、③交通事故死者ゼロを 終的な目標に掲げ、集中的、段階的に

施策を投入するエリア「カーボンゼロ・モビリティ推進エリア構想」を定め、

ここで明らかになった成果を踏まえ、実施施策導入の対象エリアの拡大や他

都市への拡大展開を目指した（図2-6）。

横浜市では、みなとみらい地区の一部エリア（図2-7）、豊田市では、豊田

市駅前を対象エリア（図2-8）とし、環境対策関連施策5の実証実験、実用化

を進めてきた。
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図 2-6 カーボンゼロ・モビリティ推進エリア構想 

（出典： ITS Japan 作成資料） 

 

図 2-7 横浜市カーボンゼロ・モビリティ推進エリア 
（出典：横浜市作成資料） 

 

図 2-8 豊田市カーボンゼロ・モビリティ推進エリア 
（出典：豊田市作成資料） 

 



6 プローブ情報とは、自動車が走行した位置や車速などの情報を用いて生成された情報である。

実際に走行している車から情報を収集し道路交通情報を生成するため、広範囲な道路を対象と

した道路交通情報の生成・提供が可能となる。従来、主に民間各社がカーナビゲーションシス

テムから取得し、顧客へのサービスにそのデータを用いてきたが、本プロジェクトでは、プロ

ーブ情報の共有と相互利用に係る検討などを行うとともに、従来型のデータとプローブ情報と

の連携やプローブを活用したモニタリング技術等、様々な活用方策についても検討を実施した。
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以下ロードマップの実施計画の項目に従い、代表的な成果について述べる。

（１）様々な交通流情報（プローブ情報6）の高度利用促進

近年の車両は、燃料消費も含め大半が電子制御されているのと併せて、どの

ような運転・制御されたかもメンテナンス時に確認チェックできるようになっ

ている。つまり、個車の位置情報（GPS信号との連携）、運転状態（スピード、

加速度、ワイパー利用状態、ヘッドライト点灯状態、ブレーキ使用頻度等々）、

並びに燃料消費量さえも情報として吸い上げることが理論上は可能である。そ

れらの情報を有効に、かつリアルタイムに利用することによって、交通渋滞を

事前に認知し回避可能なような情報の運転者への提供、急加速減速の繰り返し

などの無駄な燃料消費の有無を判断した上での運転者への警告も、民間のサー

ビスとしては、行われているのが現状である。

因みに、現在、交通流情報と呼ばれる幾多の情報・データは、それぞれの官

民の事業体により、個別に収集形成され、活用されているのが実態である。そ

の情報・データの収集・管理には莫大な費用が計上されてはいるものの、個別

単位では質・量的に完全なものと言い難いのも事実であり、それらの情報・デ

ータを共通に使い、新たなサービス、社会貢献につなげるための検討を行った。

図2-9 交通流情報の共通基盤 （出典： ITS Japan 資料）



7 関連施策名：プローブ情報の集約化・共有化の推進事業（経済産業省）
8 関連施策名：低炭素社会の実現に向けた ITS 情報通信システムの調査及び実証（総務省）
9 関連施策名：プローブ情報の共有と相互利用に係る健闘（ITS Japan）
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以下、民間のプローブ事業者が収集した情報の利活用検討、モデル都市（青

森市、柏市、横浜市及び豊田市）においても、プローブ情報の活用に関する

実証実験を実施しており、災害時の対応を含めた代表的な成果を以下に示す。

１）民間プローブ情報の利活用

民間における共有化・相互利用の検討を進める上の課題は、大きくは 2

つ存在していた。一つは技術的課題であり、各社が個別に収集・活用してい

るために、それぞれのデータ内容・形式が異なり、集約するにはその基準を

統一する必要があった。更にもう一つの課題が競業会社間の壁である。

これら課題を解決するために、民間企業間で協調可能な範囲での情報共有

を行う総意形成を図った。その後、民間プローブ事業者各社が収集している

情報を集約した場合の量的、質的効果を経済産業省 7、総務省事業 8 の一環

として評価し、集約効果を定量化する（図 2-10）とともに、道路管理、交

通管理における利活用の検討 9 を行った。

図2-10 民間ﾌﾟﾛｰﾌﾞ、ﾀｸｼｰ事業者の1日分の集約ﾃﾞｰﾀ（出典：ITS Japan,地図:Google ）



10 関連施策名：プローブ情報の活用（被災地支援）（ITS Japan）
11 関連施策名：除排雪状況の情報の共有化（国土交通省・青森県・青森市・NPO 法人青

森 ITS クラブ）
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２）災害時等の取り組み

① 官民連携による通行実績・通行止情報の提供

前述の取り組みを進める中で、2011 年 3 月に発生した東日本大震災時に、

民間各社が収集した車両の通行実績データ(プローブ情報)を集約し、前日

24 時間の車両が通行した道路の情報としてインターネット上で公開した。

さらに、通行実績があって

も通行止めの道もあるた

め、国土地理院が取りまと

めた通行止め情報も同一地

図上に重ねて表示すること

等、官民が連携することに

よる情報の正確性向上を図

り、インターネット上で情

報提供した 10（図 2-11）。

これらの情報は、現地で

の移動や東北地方への救援

物資の輸送等、東日本大震

災時の救援、復興に貢献す

ることができた。 図2-11 通行実績・通行止情報の例

（出典：ITS Japan,地図:Google）

②除排雪状況、防災情報等を市民に伝達（青森市）

青森市は冬季の積雪量の多い地域であるため、除排雪状況が市民生活に直

結し、重要な行政上の課題となっている。

しかし、道路の除排雪は、道路管理者ごと（国土交通省、青森県、青森市）

に各々が実施しており、除排雪の実施状況については、情報が一元化されて

いなかった。

一方、道路を使用する市民の立場では、道路管理者の役割には関わりなく、

除排雪された道路ネットワーク情報が必要である。このため、国・県・市が

協力して除排雪状況に関する情報（除雪車の軌跡＝プローブ情報）を集め、

除雪済み道路の情報を一つの地図上に表示するシステムを構築した 11（図

2-12）。このような、国県市が地域内で連携した除排雪情報システムは全国

で初めての取組である。

尚、この情報は、NPO 法人青森 ITS クラブが運営し、県内の道路情報を



12 パソコン版 http://www.koutsu-aomori.com/ケータイ版 http://aomori.cc/road/
13 関連施策名：青森みち情報（国土交通省・青森県・青森市・NPO 法人青森 ITS クラブ）

- 16 -

一元的に発信しているサイトである「青森みち情報」12 によりインターネ

ットを通じて情報提供を行っている 13（図 2-13）。

図2-12 青森市における除排雪状況を示すウェブサイト

（出典：青森みち情報ホームページ）

図2-13 青森みち情報（出典：青森みち情報ホームページ）



14 http://aomori.cc/bousai/
15 関連施策名：あおもり防災情報（あおもり ITS 推進研究会）
16 http://michinavitoyota.jp/main/
17 関連施策名：移動支援システム（災害時等）、移動支援システム（平常時）（豊田市）
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また、あおもり ITS 推進研究会が防災関連のインターネット上の様々な

情報を収集して

発信するシステ

ムを構築し、実

証実験として「あ

おもり防災情報」
14 を発信する取

り組みも行われ

ている 15。

図2-14 あおもり防災情報（出典：青森市作成資料引用）

③平常時と災害時への対応を想定したシステム（移動支援システム）による

市民への情報提供（豊田市）

豊田市では、市が運営しているポータルサイト「みちナビとよた」16で、

交通にかかわる情

報を発信してい

る。このポータル

サイトに「移動サ

ポート情報」の入

り口を設け、プロ

ーブ情報等の活用

や、周辺地域の災

害関連情報、避難

所マップなどを配

信する新たな移動

支援システムの構

築に向けた取り組

みを開始した17。 図2-15 豊田市移動支援ポータルサイト（イメージ）

（出典：豊田市）



18 関連施策名：エコドライブ評価データを活用した新たな交通サービス施策の検討（豊田市）
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３）環境に優しい運転支援～エコドライブ～

車両のプローブ情報を利用する取組の成果の一つとして、「エコドライブ診

断」ができるようになった。エコドライブ診断とは、運転記録に基づき、各ド

ライバーが環境に優しい運転をしているかどうか診断できるものである。すな

わち、運転の工夫によって燃料消費量を減らし、環境に優しいドライブをする

ことが出来るようになるツー

ルである。これを活用するこ

とによってCO2削減に対する

市民レベルの取組が可能とな

るものである。

エコドライブ診断の考え方

を図2-16に示す。

図2-16 エコドライブ診断の５つの指標（出典：名古屋大学）

① 豊田市の成果

モデル都市のひとつである豊田市では、名古屋大学と共同で、2011 年度に

エコドライブ支援プロジェクト（実証実験）を実施した 18。図 2-17 にエコ

ドライブ診断ウェブサイトの例、図 2-18 に運転記録を取得する車載器とイ

ンジケータの様子を示す。

豊田市における実証実験を通じて、診断結果を自宅のパソコンで見たり、

ダッシュボードにおいたインジケータで確認することにより、より環境に優

しい運転を心がけ、燃料消費量を低下させるとともに、CO2 排出量を削減

させることができるようになった。Web システムによる情報提供により燃

料消費量が 3.0 ％削減し、さらに、インジケータによる情報提供で燃料消費

量がさらに 2.2 ％削減したことから、エコドライブ診断システムの適用によ

り燃料消費量を 5.2 ％削減できた。また、これらのデータを元に豊田市にお

ける CO2 削

減効果を試算

すると、年間

で約 10 ％の

CO2 削減が可

能であること

が明らかにな

った。

図2-17 エコドライブ診断ウェブサイト（出典：名古屋大学資料）



19 関連施策名：エコドライブ促進（横浜市）
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図2-18 運転記録を取得する車載器とインジケータ（出典：豊田市）

また、車載機から収集したプローブ情報から、「平均速度マップ」や「ヒヤ

リハットマップ」等の活用の可能性を検討した（図 2-19）。

図2-19 プローブ情報を活用した各種マップイメージ （出典：名古屋大学資料）

② 横浜市の成果

横浜市では、市内に

おけるエコドライブの

普及啓発 19 のため、エ

コドライブ簡易診断ツ

ールを開発し、ウェブ

サイト（E1 グランプ

リ）を通じて市民の利

用を促した（図 2-20）。

図2-20 E1グランプリ ウェブサイトの様子
（出典：E1 ｸﾞﾗﾝﾌﾟﾘﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ）
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ここでは、各ユーザのエコドライブ診断が可能であるとともに、診断結果か

らユーザ同士で燃費競争もできるようになった。

また、エコ運転診断アプリ配布、市内全区でのエコ運転診断イベント開催を

行うなど、環境意識の向上を促して CO2 削減と省エネルギーに取り組んで

いる。

（２）多様な交通手段の合理的選択と組合せ利用の促進、及び環境負荷の小さな次世

代車両の導入

本プロジェクトのモデル都市である青森市、柏市、横浜市、豊田市では、

安全で効率的な都市交通と地域の活性化目指した様々な社会実験を、自治

体が主体となって展開し、市民サービスの充実実現に前進した。

また、各都市が抱えている課題を解決するためには、表 2-1 の地域にお

ける課題と対応方策の例に示す通り、複合的、統合的な施策の導入検討や

新たなモビリティの活用なども必要であり、各モデル都市と各々が実施し

ている取り組み内容の共有化を図るとともに、横断的に取り組むべき施策、

実用化に向けて取り組むべき方策についての論議を重ねた。

図 2-21 には多様な交通手段の組み合わせの利用例の模式図を示す。



20 関連施策名：P&R 駐車場整備をはじめとした TDM 施策の推進（豊田市）
21 関連施策名：主要バス停におけるパーク・バスライド（P&BR）駐車場の整備、乗継情報の

提供（豊田市）
22 関連施策名：優先レーン等による定時性を確保した基幹バスの運行（豊田市）
23 関連施策名：エコマネーと連携した共通 IC カード（豊田市）
24 関連施策名：ITS を活用した協働荷捌き駐車場の確保（豊田市）
25 関連施策名：ITS による駐車場の効率化の研究開発・実用化実験（柏市）
26 関連施策名：プローブ情報を核とした ITS 基盤情報システムの研究開発（柏市）

27 関連施策名：次世代公共交通システムの研究開発・実用化（柏市）
28 関連施策名：バス運行情報の提供及びデマンドバス化、バスロケーションシステムを全路線
に導入（豊田市）
29 関連施策名：IC カード導入可能性調査（青森市）
30 関連施策名：次世代公共交通システムの研究開発・実用化（柏市）
31 関連施策名：コミュニティサイクル導入検討（横浜市）
32 関連施策名：バスロケーションシステムの導入（青森市）
33 関連施策名：バス運行情報の提供及びデマンドバス化、バスロケーションシステムを全路線
に導入（豊田市）

34 関連施策名：地域交通、物流の革新を促す新たな低炭素実用車両の開発促進（国土交通省自
動車局）

35 関連施策名：環境対応車を活用したまちづくりに関する実証実験（横浜市）
36 関連施策名：パーソナルモビリティの導入（豊田市）
37 関連施策名：交通事故死者ゼロへの取り組み（豊田市）
38 関連施策名：自転車と人の共存を実現する自転車道の整備（豊田市）
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表 2-1 地域における課題と対応の例

番号 地域における課題や施策の目的 対応方策・施策名など

① 渋滞緩和 公共交通への転換

・パークアンドライド（P&R）20

・パークアンドバスライド（P&BR）21

・公共交通の利便性向上 22 23

荷捌き駐車場の確保24

駐車場案内の効率化25

ITS基盤情報システム26

② 運用コストの削減、過疎化・合併など オンデマンド交通27 28

バス路線の再編とICカードの活用 29

③ 多様な交通手段の選択 マルチモービルシェアリング 30

コミュニティサイクル31

④ バス待ち環境改善 バスロケーションシステム 32 33

⑤ 環境負荷低減、観光、高齢化など 超小型モビリティの利用 34 35 36

⑥ 安全・安心 交通事故死ゼロへの取り組み 37

自転車道の整備38
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図 2-21 多様な交通手段の組み合わせの利用例の模式図(出典：ITS Japan) 
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本項では、自治体が抱える課題ごとに、他項で言及していない各都市で実

施している代表的な取り組みを以下に記述する。

１）渋滞緩和

市街地の渋滞緩和策の一つとして、自家用車の公共交通への転換が進めら

れている。特に、移動手段を自動車に依存せざるを得ない豊田市では、自家

用車から電車への乗り換えポイントとしての駐車場（パークアンドライド：

Park and Ride）や、自家用車から路線バスへの乗り換えポイントとして

の駐車場（パークアンドバスライド：Park and Bus Ride）を設置し、公

共交通への転換を促している。また、コミュニティバス乗車時のエコポイン

トの付与や企業通勤バスとの運用連携による公共交通の利用促進も行ってい

る。

２）運用コストの削減、過疎化・合併など

過疎化や合併などをきっかけとし、各都市では住民に対する交通機関の確

保が求められている。しかしながら、公共交通を維持するためには運用コス

トかかり、それを解消するための検討が必要になってきた。柏市では、コミ

ニュティバスのオンデマンド交通への移行（詳細は後述）。豊田市でも 2005

年の近隣 6 町村との合併をきっかけに公共交通ネットワークを整備し、

基幹バス、地域バス、オンデマンド運行（地域バスの一つの形態として実施）

と、それぞれの地区の需要に合った種類のバスを組み合わせた運行を行って

いる（図 2-22）。

図2-22 豊田市におけるバス路線の拡充 （出典：豊田市資料引用）



39 関連施策名：次世代公共交通システムの研究開発・実用化（柏市）

- 24 -

＜公共交通における情報通信技術の活用～オンデマンド交通の実用化～39＞

2005 年に柏市に編入した旧沼南町の地域では公共交通としてコミュニテ

ィバスが運行されていたが、その費用対効果の改善が課題になっていた。そ

こで、コミュニティバスの代替手段となり、自家用車を利用しない（できな

い）市民が日常生活の移動に利用できるような、利便性と採算性の高い公共

交通への転換の必要性が高まった。

タクシー車両を用いて行う柏市のオンデマンド交通は、複数の利用者のニ

ーズを集め、新たな情報システムを用いて運行コースを計画して乗合運行す

るものである（図 2-23）。乗客の乗車希望日時と出発地・到着地の予約情

報を、オンデマンド交通システムで処理し、効率的な運行計画（乗合）を作

成して運行する。住民は、タクシーより安い料金で、乗りたいときに乗りた

い場所（もしくはその近傍）での公共交通の利用が可能になり、市は、予約

に基づく運行で乗車効率が高まり、運行支援費の削減が可能となる。柏市で

は、運行効率の向上により、タクシー事業者独自の商業ベースへの移行も期

待している。

柏市では、地元の東京大学のシステムを活用して 2013 年 1 月より実証

実験を開始した。沼南地域は狭い道路が多いことと、需要推定の結果から、

本実証実験ではセダン型タクシー車両を利用することとした（図 2-24）。

図 2-23 従来の路線バス利用時とオンデマンド交通利用時の違い（出典：東京大学資料）

図 2-24 柏市でオンデマンド交通の実証実験に用いている車両（出典：柏市）
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３）多様な交通手段の選択

組み合わせる交通手段は、自家用車と公共交通（電車、バスなど）だけに

とどまらない。柏市では、利用者が自分に合った交通手段（四輪、二輪、自

転車）を選択してレンタルするマルチモービルシェアリングを実施している

（図 2-25）。横浜市では、観光客の利用も視野に入れて、コミュニティサ

イクルを導入した（図 2-26）。将来的には、超小型モビリティも含めたシ

ェアリングも計画されている。

また、豊田市では、民間企業との共働により公共交通と連携した自転車・

超小型モビリティのシェアリングを実施している（図 2-27）。

どちらのシステムも従来型のレンタサイクルとは異なり、街の中に複数の

サイクルポート（貸出・返却拠点）を設置し、IC カードや携帯電話の活

用により、どのサイクルポートでも車両の貸出・返却が自由に行えるシステ

ムである。

図2-25 柏市のマルチモービルシェアリングの無人ポート （出典：柏市資料）

図2-26 横浜市のコミュニティサイクルポート （出典：横浜市資料）



40 関連施策名：地域交通、物流の革新を促す新たな低炭素実用車両の開発促進（国土交通省自

動車局）
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図2-27 豊田市のシェアリングのポート（出典：豊田市）

４）バス待ち環境改善

路線バスの利用に際し、より利便性を向上させることができるのがバス

ロケーションシステムである。雨天の日や暑い日、寒い日などにバス停以

外の場所でバスを待つこ

とが出来、バス待ち環境

が改善された。モデル都

市では青森市と豊田市で

実施されている。特に青

森市では、バスの到着時

間が事前にわかることは、

冬期間の市民生活にとっ

て負担の軽くなる有用な

施策である.。 図2-28 青森市のバス停 （出典：青森市資料）

５）環境負荷低減、観光、高齢化など

観光への適用、高齢化対策に加え、地域における車両からの環境負荷を

低減させる役割も期待されて導入を進められてきたのが、小型の電気自動

車である超小型モビリティである。国土交通省自動車局では、普及促進に

向けて 2012 年 6 月に「超小型モビリティ導入に向けたガイドライン」

を公表し 40、実用化に向けた環境も整備された。

横浜市では 2011 年度より、観光エリアでの実証実験（図 2-29）や、

青色パトロール、訪問看護の現場などでの実証実験も行い、今後の活用に

ついて検討を重ねている。
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図 2-29 平成 23年度の実証実験の様子（横浜市）  （出典：横浜市） 
 
 

６）安全・安心 

豊田市では、『「ITS を活用し、人とクルマが共存するかしこい交通社

会」の実現により、安全･安心･快適な魅力ある都市の再構築を推進する。』

をキーワードに、ITS を活用した都市におけるゼロエミッションと事故ゼ

ロへのトライアルを開始した。「とよたエコフルタウン」では、自動車の

通過交通を都心外周道路へ誘導する通過交通規制エリアの構築を目指した

ライジングボラードを設置し、人優先の道路空間整備などの実証が進めら

れている。 

 
図 2-30 「とよたエコフルタウン」のライジングボラード（出典：豊田市） 

 
 

７）市民活用を加速させるための施策 

各都市で実施している様々な施策を実証実験に留めるのではなく、市民

に定常的に利用してもらう仕組みを整えることが必要である。また、同じ

課題を抱えている他都市への情報発信を行う必要もあり、各都市で既に運

用しているホームページ、ポータルサイト（地域ＩＴＳ情報センター）を

活用した情報発信、市民とのコミュニケーションを図るための環境整備に

着手した（図 2-31 ）。 

 



41 大丸有地区：大手町・丸の内・有楽町地区
42 関連施策名：都市内物流の効率化：大丸有地区（ITS Japan）
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図2-31 モデル都市施策の社会還元方策（案） （出典： ITS Japan 資料）

（３）都市内物流の取り組み

都市内における物流の効率化を検討するにあたり、実証実験を行うフィ

ールド（地域）の選定を行った。選定においては、福岡天神、西新宿、横

浜元町、吉祥寺、さいたま市大宮区、横浜駅前、北九州市八幡東区、東京

大丸有地区 41、博多アイランドシティ等を調査した。結果として①地域の

問題意識、②テーマの普遍性（他への展開の可能性）、 ③ ITS 技術活用の

可能性の観点で評価し、大丸有地区、博多アイランドシティ地区を選定し

た。２地区での取り組み成果を以下に示す。

１）環境にやさしい「まち」の実現に向けた取り組み：大丸有地区42

（大丸有・神田地区等グリーン物流促進協議会）

大丸有地区では、環境にやさしい「まち」の実現に向け、地区に配送

される商品の共同輸送、電気自動車の活用検討が進められていた。その

背景として、大丸有地区はビジネス街として大きく発展、近年ではショ

ッピング、レジャーを中心とした新しい街の開発も進展し、人・物・情

報等の流動が増大することにともなう交通量、CO2 排出の増加への対応

が課題として取り上げられていた。



43 関連施策名：都市内物流の効率化：博多アイランドシティ地区（ITS Japan）
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物流事業者においても、共同輸配送の実施や電気自動車の活用などに

加え、これらのニーズに応える新たな対応が期待されていた。

今回、トラックに搭載されているデジタルタコグラフの情報（燃費消

費量、CO2 排出量）を活用し、共同輸配送で配送した商品を販売する店

舗で、商品に関わる CO2 削減量を分かるシステム（大丸有カーボンマイ

ナスシステム）を構築し、来店者にこれら環境情報などを提供して、「ま

ち」全体の CO2 削減につなげる効果検証の実証実験を行った。

実証事業期間の CO2 削減量を見える化し（図 2-32）、消費者へのアン

ケートを実施した結果、消

費者の低 CO2 商品の購買

意識の誘導要因になること

を確認した。

今後は、大丸有・神田地

区等グリーン物流促進協議

会が主体となり、本取組の

実運用を継続する。

図2-32 店頭告知用タブレット端末
（出典：大丸有・神田地区等グリーン物流促進協議会）

２）都市内物流業務の効率化に向けたITS技術適用検討（博多アイランドシティ）43

（物流プラットフォーム研究会：博多アイランドシティ次世代物流研究会主催）

物流プラットフォームを活用した物流共同化による CO2 排出量の削

減や、納品リードタイム短縮の把握、および物流事業者と荷主で貨物の動

態を共有して行う物流の効率化と、品質向上に向けた検討が開始された。

2012 年から国土交通省と「博多アイランドシティ次世代物流研究会」

が官民連携し、「ＩＴＳスポット」を活用した初の物流効率化の実証実

験を実施している。

特定の物流車両のＩＴＳスポットの通過情報と収集されるプローブ情報

を活用した、官民双方の効果の検証、実用化における課題の確認等、今後

の実用化に向けた検討を進めている。（図 2-33）。



44 関連施策名：共同輸送（電機業界）プロジェクト、共同輸送（自動車業界）プロジェク
ト（ITS Japan）
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表２-２ 実験における検証事項

① 物流事業者の視点からの検討

・車両の運行管理に加え、運行計画の定期見直しの可能性

・急発進や速度情報を活用したエコドライブ支援の可能性

・急ブレーキ発生地点を活用した安全運転の支援の可能性

② 家電量販店の視点からの検討

・到着予測時刻を活用した納品効率化の可能性

③ 道路管理者の視点からの検討

・速度情報を活用した渋滞ボトルネック箇所把握の可能性

・潜在的な事故危険箇所の把握や事故要因分析への活用の可能性

・突発事象発生時における通行経路の変更状況の把握など、交通流動分析への活用可

能性

図2-33 ITSスポットを活用した物流効率化の官民実証実験事例（出典：国土交通省）

２－３．〔分野３〕 高度幹線物流システムの実現について

産業競争力の強化に資するため、物流コンソーシアムを構築し、効率的で低

コストな高度物流システムの構築 44 や次世代物流技術の導入に関する実証実験

に取り組んだ。ここでは代表的な成果として自動車と電機業界の共同輸配送、

及び次世代物流技術の導入による物流業務の効率化の取り組み成果について紹

介する。



45 関連施策名：共同輸送（電機業界）プロジェクト（ITS Japan）
46 関連施策名：共同輸送（自動車業界）プロジェクト（ITS Japan）

- 31 -

（１）効率的で低コストな高度物流システム

１）電機業界における共同輸配送による効率化45

電機業界の物流は、製品の種類が多く荷姿が雑多であること、製品

のライフサイクルが短く、新商品発表日に大量の在庫を展開しなけれ

ばならない実態や納入方法、多品種混載での輸送など課題が多い。

片荷運行や、輸配送時の低い積載率から脱却し、物流コストの低減、

CO2 排出量削減と、荷主、納品先を含めた全体の効率化を目指し、共

同輸送の運用の統一化を図った上で、共同輸送の実証実験を行った。

実証実験結果として、荷姿、荷扱いの統一化による荷役負荷の軽減、

定期便化による管理工数の削減などの効果が得られたため、2010 年 10

月に２社による福島

～東京～大阪の共同

輸配送ルートの運用

を開始した。今後は、

２社による共同輸配

送のルートの拡大、

他社参画の検討を継

続する。

図2-34 電機業界の共同輸送実施例（出典：ITS Japan 資料）

２）自動車業界における共同輸送による効率化46

完成車両の輸送費用のコスト低減、それら車両を積載するトラック

の削減、モーダルシフトの拡大による CO2 低減を目指し、日本自動車

工業会が主体となり、共同輸送の検討を行った。

全自動車メーカの物流ルートの洗い出しと共同輸送の可能性を検討

し、候補ルートを選定した。更に、実証実験参加者の輸送管理レベル、

情報管理の統合、および物流要求スペック、輸送機器や固縛方法など

のすりあわせを行い、実ルート（陸上輸送：３ﾙｰﾄ、海上輸送：２ﾙｰﾄ）

で実証実験を行った。

その結果、陸上輸送では、A 社の岩手工場～仙台港のルートで５社

による 13 便/日の共同輸送を、海上輸送では、２社による関東地域生

産車両の近畿向け海上輸送の共同輸送を、それぞれ開始した（図 2-35）。

今後は、今回構築した枠組みで継続活動を推進する。



47 関連施策名：完成車物流（RFID）（ITS Japan）
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図2-35 自動車業界の共同輸送実施例 （出典：ITS Japan 資料）

（２）次世代物流技術の導入

～RFIDを活用した完成車両の物流業務の効率化47～

完成車両の物流業務は、刻々と変わるマーケット変化に対して、迅速・

柔軟に対応し、ムダを回避するための物流サービス、技術の確立が必要で

ある。

従来は、完成車１台１台に貼付された紙伝票により車両を管理していたた

め、車両確認に手間と時間を要していた。これに対して、ＲＦＩＤ（アクテ

ィブ型、パッシブ型）、バーコード、ＧＰＳを組み合わせた、貨物の動静情報

を物流関係者で共有するシステムを開発し、完成車の追跡が可能となったこ

とから、より効率よく輸送業務を行えるようになった。（図 2-36）

また、本システムは、物流事業者の拠点で 2012 年 3 月からパイロット

導入されている。

その結果、出荷・計画指示の効率化、輸送リードタイムの改善、送在庫

管理の適

正化、お

よび輸送

物の在庫

・輸送状

況の可視

化の効果

が確認さ

れ て い

る。

図2-36 電子タグの導入による作業効率の向上（出典：ITS Japan 資料）



48 関連施策名：エネルギー ITS 推進事業（経済産業省）
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今後は、輸送ルートにおけるデータ連携を進め、輸送体制のさらなる効率

化を図るとともに、国際物流での普及、国際物流競争力の強化、安全対策に

も活用する計画である。

２－４．〔分野４〕要素技術（共通事項）

(1)低エネルギー消費・高度安全輸送システム：自動運転・隊列走行の技術開発48

省エネ、交通流改善、安全性向上、ドライバーの負荷軽減等に役立つよう

な自動運転・隊列走行技術の開発を実施した。各要素技術（走行制御技術、

走行環境認識技術、位置認識技術、車車間通信技術、自動運転技術、省エネ

運転制御技術など）の開発とその機能・信頼性の検証を完了し、トラックの

隊列走行（時速80㎞で車間距離4mでの4台の隊列走行）実験を完了した。

図2-37 隊列走行実証実験の様子 （出典：日本自動車研究所）

技術的には実用レベルの成果を得たが、一般の交通流の中で完全自動運転

を行うには、ドライバー主権の考え方など技術以外の課題が残されている

（図 2-38）。そこで、これらの課題について検討を行うとともに、自動運

転を目指した開発の技術的成果を、高度な運転支援システムとして早期に実

用化し、成果の社会還元加速を目指すために、車車間通信技術等を用いた

CACC(Cooperative Adaptive Cruise Control)走行技術を我が国の大型車メ

ーカー４社のトラックに適用した実証実験も実施した。また、乗用車に関し

ても自動車メーカーの有志による検討が進んでおり、車間距離制御（ACC:

Adaptive Cruise Control）の特性をそろえることによる渋滞削減と安全性

の向上や通信機能を付加することによる性能向上、道路情報などを有効に活

用した高度運転支援システムの新たな技術開発（図2-39）、およびステアリン
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グ制御の高度化など段階的実用化を目指している。

図2-38 隊列走行の実用化に向け取り組むべき課題 （出典：ITS Japan 資料）

図2-39 高度運転支援システム（先読み運転知能）の考え方 （出典：トヨタ自動車㈱資料）



49 関連施策名：エネルギー ITS 推進事業（経済産業省）
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（２）CO2削減効果の評価49（二酸化炭素排出量の可視化）

モデル都市において、安全で低炭素な交通システムの導入に取り組んでき

た。しかし、交通から排出される二酸化炭素量を街区や路線単位で定量的に

把握する手段がなく、対策の有効性を科学的に評価することが困難であっ

た。

こうした中で、より効率的なITS施策の適用・運用を促進することが可能と

なるCO2削減効果評価手法（車両からのCO2排出量を推計する技術）が開発さ

れた。これにより、ITSに関する施策を立案する際のCO2削減効果の試算や、

エコドライブを実施した際のCO2削減効果を評価できるようになり、より効

率的なITS施策の適用や運用が出来るようになった（図2-40）。

豊田市、柏市で実施したエコドライブ、エコルート情報導入による評価に

おいても、地域の交通流の違いによるCO2削減効果の違いも評価することが

できた。

また、欧米の研究者と上記手法についての議論を実施し、ITS導入施策によ

る効果評価に関するツールが満たすべき要件等について合意するとともに、

国際共同技術レポートとして発行した。これにより、上記手法はCO2削減効

果評価手法として国際的に信頼性のあるものと位置づけられることとなっ

た。

図2-40 日米欧共通のCO2排出量評価手法を活用した低炭素化の推進
（出典：ITS Japan）
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３．今後の課題と推進方策

モデル都市やモデル路線で、多様な施策の実証やそれらを支える技術開発を

推進した。この過程で、次世代車両の普及、効率的な交通・物流インフラ整備、

市民・企業の交通行動の変革を、複合的・統合的に実施することが重要である

ことを再認識した。そして、情報通信や電子制御技術を活用した次世代ＩＴＳ

の導入が有効であることが確認できた。また、実証実験を進める過程で、安全

で効率的な都市交通の実現には、自治体の施策展開と市民の主体的行動に負う

ところが大きいことを再確認できた。

そして、社会還元加速プロジェクトで有効性が確認された個々の施策を、他

都市に展開するには、基盤となる技術の完成度を高めるとともに、自治体の導

入の経済的・技術的な負担軽減のための基盤構築が重要であることが浮き彫り

になった。

ここでは、本プロジェクトの成果の本格的社会実装の実現に向けて、官民の

協働による総合的取り組みが必要なテーマとその推進方策について記す。

３－１．地域ＩＴＳ情報センター

（１）都市交通の改革等に関連する取り組みから明らかになった課題

２－２に紹介した「〔分野２〕都市交通の改革」では、様々な交通流情報

の高度利用促進、多様な交通手段の合理的選択と組合せの利用促進、環境

負荷の小さな次世代車両の導入の分野について、一つのモデル都市で、同

時並行的に複数の施策を取り上げ、複合的・統合的な取り組みを進めてき

た。このことで、個別技術の実証実験では確認できない全体最適を追求す

る際の課題も確認することができた。

また、これら取り組みは、市民や企業の交通行動の変革として実行に移

されることで、初めて目標とする社会の姿の実現につながるものである。

単なる実証実験にとどめず、市民や企業が定常的に利用しやすい形での情

報提供を実現するためには、情報提供窓口の一本化が重要である。

モデル都市では、エコドライブやヒヤリハットマップなどの平常時利用、

通行実績情報や除排雪情報などの災害時利用など、様々な交通流情報の利

活用の検証が進められたが、原則、各々の情報は、各々の行政機関や企業

などがそれぞれ個別に情報管理を行っているのが現状である。交通流情報

をタイムリーに利用できるようにするためには、様々な行政機関・企業の

有する情報の中から、必要なものを総合的・広域的に利活用できるよう、

適切な情報管理の下で、データのデジタル化などを進め、標準的フォーマ

ットで共有化できる環境整備を進めることが期待される。
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（２） 都市交通の改革等を進めるための交通流情報を始めとした情報提供のあり方

安全で効率的な都市交通の実現に向けた施策を、市民の参画を得ながら、

統合的に導入するためには、「個人にとっての利便性」と「選択結果による

社会的影響」に関する可視化情報とを併せて、プローブ情報を活かした多

様な手段・ルートなどの選択肢を提供することが、合理的行動を促す情報

提供の方法として有効である。

モデル都市では、「みちナビとよた」や「青森みち情報」など、情報提供

窓口を一本化した、平常時や災害時の新たな移動支援システム、いわゆる

「地域ＩＴＳ情報センター」のサービス提供の取り組みを先行的に実施し

た。これら取り組みの充実と、他都市展開や隣接市等への広域化を進める

ためには、適切な情報管理の下でのデータのデジタル化、標準的フォーマ

ットでの情報共有化、既存システムの活用など財政的・技術的な負担の軽

く使いやすいシステムとなるような環境整備が望まれる。

現在、公共データのオープン化や防災情報の提供方法、自治体のGIS（Ge

ographic Information System:地理的情報システム）などについては、政

府などで検討が進められている（表3-1参照）。これら取り組みの動向を勘

案しながら、官民それぞれが所有し必要とされる情報を、迅速な二次利用

が可能なデジタル状態で提供利用できるように、その活用に必要なデジタ

ル地図や適切なアクセス管理などと併せた持続可能なビジネスモデルとし

て、国が音頭を取って官民一体となって情報流通のしくみ構築に取り組む

ことが望まれる。この場合、道路交通関係で各都市共通的に市民提供が望

まれる情報メニューや、複数市町村にまたがる広域サービスのために要す

る情報メニューの確認、費用対効果、関係者の役割分担や費用負担のあり

方などの課題があるものと考えられる。

〔参考〕いわゆる「地域ITS情報センター」に期待されるニーズ等

① 行政間・企業間にまたがる情報のワンストップでの利用ニーズ

市民あるいはドライバーの移動は広域化し、管理者・事業者の差異に関わらず、

統一的あるいは共通のフォーマットでの情報享受を期待。

例えば、

・ 管理者の異なる国道・都道府県道・市町村道をまたがる走行。

・ 事業者の異なる公共交通機関の乗り換えや各社プローブ情報の統合による

情報充実

・ 自治体境界を意識しない移動

② 行政組織の規模等にかかわらず求められる一定のサービス

自動車交通の利便性を享受し、市民あるいはドライバーの移動は、日常生活に

おいても、行政界を意識しない広域化が進んだ。市町村境界等を超えても同等の

サービスが享受できることが期待されている。

多数の都市が情報提供できるよう、初期投資や維持経費等の財政負担や技術的

負担などの軽いシステムが提供されることが期待。
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③ 技術の進展に伴う新たな課題

ⅰ）パーソナルモバイルの普及に伴う課題

個人が情報発信できるようになり、情報源が豊富になる一方で、発信情報

の確実さ、正確さの確認の困難さが拡大。

ⅱ）災害時など緊急時の情報入手手段が拡大。新たなシステムも、平常時から使

い慣れて置かないと宝の持ち腐れに。

表 ３－１ 官民で進められるデータオープン化等の取り組み

現在、政府等で、公共データのオープン化や、防災情報の共有方法等について検

討中。

（１）データのオープン化：

① 「電子行政オープンデータ戦略」（H24.7 IT戦略本部決定）

公共データの活用促進のための基本戦略推進のため、実務者会合によって、

環境整備等の基本的な事項、実施施策のロードマップ作りが進められている。

② 経済産業省「ＩＴ融合フォーラム公共データワーキンググループ」

公共データ開放に必要なルール設定やインセンティブ付与等を、実際に経済

産業省が保有するデータの開放を通じながら検討する等、ＩＴ融合フォーラム

公共データワーキンググループで検討中。

③ 「オープンデータ流通推進コンソーシアム」

産官学共同で、オープンデータ流通環境の実現に向けた基盤整備を推進

（２）防災情報

① 高度情報通信ﾈｯﾄﾜｰｸ社会推進戦略本部｢IT防災ﾗｲﾌﾗｲﾝ推進協議会｣(H24.3設置)

情報通信技術を活用した防災ライフラインの検討及び普及を進め、官民の取

り組みについての情報共有と連携の強化に取り組み中。

② 総合防災情報システムの整備（内閣府防災担当）

防災関係機関の防災情報を集約して共有化する「防災情報共有プラットフォ

ーム」等からなる総合防災情報システムを、インターネットを通じて公開予定

（H25年度）

この他にも、自治体業務の効率化につながる統合型ＧＩＳ（Geographic Informat

ion System）構築、デジタル地図基盤（国土地理院が運用している電子国土の機能

改善）の構築などの取り組みもある。

これらのように都市交通の改革等に関する取組から明らかになった課題について

は、政府等の推進主体により、ＩＴＳの領域を超えて個別に取り組まれている。

（３）推進方策

世界最高水準のＩＴ社会の実現に向けた検討開始の動きもある中で、官

民の役割分担と協働により、以下の活動を開始する。

安全で効率的な都市交通を実現する基盤となる自治体の地域ＩＴＳ情

報センターを構築するため、

① 提供が望まれる情報のメニューや精度等の確認

② 行政によるデータ共有化、広域利用のための情報流通共通基盤の構築

支援

ⅰ）情報共有・活用の見込まれる行政データのオープン化（開示）
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ⅱ）データのデジタル化など、官民の情報提供スタイル、データ公開の

ルール（アクセス管理）の標準化

ⅲ）適切な情報管理のもとで、データの共有化、広域利用を進めるため

の共通プラットフォームの構築

③ 市町村による先行事例の運用開始と他都市への情報・ノウハウの提供

・共有

ⅰ）モデル都市における先行事例の運用開始・充実と他都市への展開・

広域連携

ⅱ）平常時及び災害時に対応できる地域事情に応じた自治体主導の住民

参加型の地域ＩＴＳ情報センターの構築

④ 民間によるプローブ情報などの保有情報の公的利用目的への協力

（４）推進体制

各施策の横断的マネジメントを行うプロジェクトリーダーの下で、関係府

省庁、モデル都市、民間団体の代表としてのITS Japanが、一体的に取り組

む。

参考図表 3-1 「地域ITS情報センター」についての今後の対応案
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３－２．CO２削減の効果評価手法のグローバルな展開

（１）CO２削減の効果評価手法の取り組みの成果

２－４で紹介した「〔分野４〕要素技術（共通事項）」の一つであるCO２削

減の効果評価手法については、都市圏規模の地域と狭い範囲の地域の各交

通流シミュレーションを組合せることにより高い信頼性の得られる「ハイ

ブリッドシュミレーション手法」の開発、車両からの排出量を車種分類に

基づき高精度に推定する「車両CO２排出量推計モデル」の開発、プローブ情

報を活用してCO２排出量をモニタリングし推計する技術の開発、散在する交

通関連データをシミュレーションデータとして利用できるように検索・加

工する「交通データ基盤」の構築により、交通流のCO２削減量効果評価とし

ては世界初の手法構築に一定の目処を得た。更に、モデル都市における適

用により、施策実施によるCO２削減量の見える化、シミュレーション手法の

検証も実施し、技術の確立の目処を得た状況にある。

また、欧米の研究者と共に進めてきた成果として、第三者が検証可能な

透明性のある評価ガイドラインとして、「ＩＴＳ施策によるCO２排出量削減

効果評価ガイドライン」が策定された。

（２）交通流のCO2削減効果評価手法を、実社会の排出量削減につなげて行くために

環境に優しい交通社会の実現に向けて、モデル都市に於いて、安全で低

炭素な交通システムの導入に取り組んできた。しかし、これまでは、交通

から排出されるCO２を、街区や路線単位で定量的に把握する手段が存在せず、

対策の有効性を科学的に評価することが困難であった。また、CO２の排出量

削減には、個人や企業の交通行動の改革が必要であるが、個人等の行動改

革による削減効果の可視化が困難であった。

開発を進めてきた評価手法を活かすことによって、エコドライブ（環境

に優しい運転）による効果の可視化が可能になることから、ドライバー自

ら評価できるようにするための情報提供や、例えば都市間コンペなどによ

り多くの市民が参画意欲を掻き立てられるような取り組みが期待される。

また、欧米研究者らと共同でまとめたガイドラインを、地球温暖化の国

際的議論の際に用いる科学的裏付けの一つとして、今後、CO２削減に向けた

国際議論などに活用されることが期待される。

（３）推進方策

技術水準、国際的ガイドラインとして、一定の目処が立ったCO２削減効果

評価手法のグローバル適用を実現するため、官民の役割分担や協働により、

以下の活動を進める。

① 国内における評価手法の利活用と普及

ⅰ）モデル都市における先行適用事例に基づく、他都市で活用可能な評



- 41 -

価手順の確立

ⅱ）まちづくりや渋滞緩和策など、幅広い分野での行政での活用。

ⅲ）利活用や普及を推進する官民による推進組織の創設

② ＩＴＳ世界会議などの機会を活かした評価手法のグローバルな展開と

普及

ⅰ）グローバル連携による交通由来CO２可視化技術の発表・広報

ⅱ）公募するモデル都市における施策・削減効果のコンペ実施

ⅲ）評価手法の高度化

（４）推進体制

各施策の横断的マネジメントを行うプロジェクトリーダーの下で、関係

府省庁、関係団体、専門家、民間団体の代表としてのITS Japanが、一体

的に取り組む。

参考図表 3-2 「CO２削減効果評価手法のグローバルな展開」についての今後の対応案
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３－３．高度運転支援システム

（１）低エネルギー消費・高度安全輸送システムの取り組みの成果と課題

高度運転支援システムの一環として、２－４で紹介した「〔分野４〕要素

技術（共通事項）」の一つとして、低エネルギー消費・高度安全輸送システ

ム～自動運転・隊列走行の技術開発～を進めた。実証実験も終え、技術的

には実用化レベルの成果を得たが、一般の交通流の中で、高度運転支援シ

ステムの実用化・普及、ひいては完全自動運転を行うには，技術以外の課

題が少なからず残されている。一方、これら取り組みの中で得られた技術

的成果は、渋滞解消をはじめとした交通流改善、衝突事故回避など安全性

向上、ドライバーの負担軽減など、環境に優しい交通社会の実現や、安全

・安心な交通社会の実現に結びつく車車間通信技術等ＣＡＣＣ（Cooperati

ve Adaptive Cruise Control）として、市販車導入に結びつく新たな社会

還元加速を目指す取り組みへと展開した。

また、乗用車でも、自動車メーカー有志の検討として、既に市販車に装

着されている車間距離制御（ＡＣＣ：Adaptive Cruise Control）の技術に

ついて、渋滞削減や安全性向上などの効果向上を図るため、各社の追従特

性の統一・標準化に向けた取り組みが開始されている。

このほか、分野１の取り組みも含め、これら技術の実用化、商用化を進

めるとともに、様々な車両が混在して走行する実際の交通の中での効果を

高めるための開発、さらには、道路情報などを有効に活用した高度運転支

援システムの開発などへの発展させる取り組みも始められている。

現在、商用化されたＡＣＣは、例えば、乗用車のＡＣＣ車混入率が３０

％で、省エネルギー効果４２％、サグ部渋滞５０％削減（各社の制御特性

を合わせた標準化ＡＣＣでは混入率２０％で同等効果）の可能性が得られ

るとの試算もあるものの、その装着率は、乗用車０.７％、大型車１２.８

％（2010年時点）にとどまっている。

（２）推進方策

環境に優しい道路交通社会のため、また、安全・安心な交通社会の実現

のため、技術の商品化と、商品化された車両の割合増加等に、官民の役割

分担や協働により取り組む。

① 技術開発、商品化の推進

実用化を段階的に進める技術として、標準化ＡＣＣ、ＣＡＣＣ，高度

運転支援システムがある。これらを具体的に進めるために、以下の取り

組みを進める。

ⅰ）乗用車と大型車の間、メーカー間の制御システムの標準化

ⅱ）標準化仕様による商品化
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ⅲ）性能基準（ガイドライン）の策定

ⅳ）ＩＴＳ世界会議などの場を利用した国際的な連携活動

② 商品化される標準化ＡＣＣ，ＣＡＣＣ等装着車両の普及

ⅰ）運転支援システム技術の有効性についての市民理解活動

ⅱ）省エネルギー、交通流改善、安全性向上、ドライバー負担軽減など

の装着効果を勘案した普及インセンティブ施策

ⅲ）輸入車両も念頭においた国際的連携の推進

（３）推進体制

各施策の横断的マネジメントを行うプロジェクトリーダーの下で、関係府

省庁、道路管理者、運輸事業者、自動車メーカーが、一体的に取り組む。

参考図表 3-3 「高度運転支援システム」についての今後の対応案
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３－４．物流

２－２の「〔分野２〕都市内物流の革新」の（３）都市内物流や、２－３の

「〔分野３〕高度幹線物流システムの実現」で取り組んだテーマについては、

ITS Japan で設ける議論の場を、荷主・運送事業者から構成する物流コンソー

シアムと位置付け検討を進めてきた。各取り組みにおいて、実施主体が明確に

なったため、関係省庁と民間の自主的な取り組みに移行する。

なお、高度幹線物流システムについては、ITSの技術を活かした更なる物流

の高度化・効率化の可能性を秘めており、引き続きの検討が期待される。
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４．おわりに

４－１．社会還元加速プロジェクトの推進体制の特徴と今後の進め方

社会還元加速プロジェクトは、１章に記したように、テーマの選定や運営体

制などに、例を見ない特徴を有するものとして進められた。

本プロジェクトのタスクフォースメンバー、モデル都市や技術開発に携わっ

た企業メンバーなどから、推進体制についても、以下のような声が寄せられた。

〔 プロジェクトリーダーの存在 〕

・ 求心力を持ったリーダー、サブリーダーの下で、プレーヤーが活動でき

る進行スタイルは、今後も継続出来れば良い。

〔 関係者が一堂に会して進捗調整すること等の効果 〕

・ 行政側に、技術の実用化の意義を理解して貰い、制度改正などの検討や、

運用上のアドバイスなどを得られた。

・ 技術開発に取り組む企業側にとって、関係省庁が一堂に会している場で

の議論できること自体が、得がたい機会。直接の関係以外の省庁担当者

も全体動向を把握されており、関連事項の協議も進めやすく、日頃気付

かぬ助言も得られる。

〔 現場検証による技術の実用性の加速 〕

・ 個別にあった要素的な研究成果を、モデル都市などにおける実証研究と

しての現場検証を通じて、実際の社会で使われるレベルにまで発展させ

るという大きな成果が得られた。

・ 実証段階までに至った技術を、モデル都市の協力で、実際の現場で検証

できた。技術の実用性を確認することが出来たことで、技術の実用化に

先立ち、自分たちの技術に自信を持てた。

〔 異分野融合による相乗効果 〕

・ 有識者や関係省庁が一堂に会している場で、技術開発の動向や成果を議

論できたことで、個別の協議だけでは得られない技術の広がりや相乗効

果が生まれた。

・ 異分野技術の開発過程での融合により、既存の技術の新たな可能性を見

出すことができた。

長期戦略指針「イノベーション２５」は、５つの社会の姿の実現を目指して

策定されたグランドデザインである。高度道路交通システムは、2025年の「安

全・安心な社会」の姿の中で、「自動車、歩行者と道路、街区一体となった高

度道路交通システム（ＩＴＳ）が整備されていて、渋滞解消等円滑な交通流が

達成されているとともに、交通事故が激減し交通事故死亡者ほぼゼロ、となっ
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ている。交通円滑化は、ＣＯ２の削減や物流コストの低減にも寄与してい

る。」と描かれている。

一方、本プロジェクトは、実証を通じて技術の効果を示す社会還元加速プロ

ジェクトとして「イノベーション２５」で位置付けられ、本格的着手開始に先

立つ議論を経て６プロジェクトそれぞれについて定めた「社会還元加速プロジ

ェクトロードマップ」に従い、具体的な取り組みが進められた。

「イノベーション２５」策定から６年間弱を通じて、特定のリーダー、サブ

リーダーの下で、進捗状況に応じた必要な軌道修正も行いつつ、取り組みの相

互調整や予算措置への配慮を行いながら、進められてきた。

また、ロードマップの中では、モデル都市で現場を念頭に取り組む目標を分

野別に定め、それを実現するための実施計画が定められた。

技術開発は、それぞれの目標を明確に持ったモデル都市において、現場実証

を行いながら、課題や現場適用性の検証を行い、改善・開発が進められた。ま

た、各モデル都市が複数施策に取り組んだこと、５年余で産官学のメンバーに

よるタスクフォースの本会合だけでも３１回を重ね、様々な目標や課題、各都

市などの取り組みが相乗効果を生んだことも、本プロジェクトの特徴であった。

５年間の取り組みを経て、「情報通信技術を用いて安全で効率的な道路交通

システムの実現」にむけて大きく前進した。しかし、イノベーション２５で目

指した目標の実現までは道半ばである。

社会還元加速プロジェクトの進め方の特徴を活かし、次のようなプロジェク

トとして、目標実現に向けて推進する。

１.国家目標達成のためのグランドデザインとブレークダウンされた行動計

画に基づき、実行統括責任者の下で進めるプロジェクト

２.科学技術の革新と社会システムの改革を、現場での検証と、複数課題の

統合的取り組みを平行して、イノベーションに結び付けるプロジェクト

参考図表 4-1 今後のプロジェクト推進体制のイメージ
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総務省
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新世代異動通信システム推進室長

経済産業省
製造産業局 自動車課 電池･次世代技術･ITS推進室長 井上 悟志

国土交通省
道路局 道路交通管理課 ITS推進室 室長 奥村 康博
自動車局 技術政策課 技術企画室 室長 久保田秀暢

(オブザーバー)
内閣官房 情報通信技術（ＩＴ）担当室 内閣参事官 北林 大昌

モデル都市

青森市 都市計画部 交通政策課 副参事 佐々木浩文
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ループならびにITS Japan会員の方々など、多くの方にご指導ご尽力を戴いた。



社会還元加速プロジェクト（ITS）施策一覧

No 分野 方策
施策
番号

施策名
マネジメント

機関
No 分野 方策

施策
番号

施策名
マネジメント

機関

1-1
安全運転支援システムの実用化に向けた普及方策等に係
る調査研究
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1-5
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国交省
道路局

2-11  コミュニティサイクル導入検討 横浜市

1-6 先進安全自動車(ASV)の開発・実用化・普及の促進
国交省

自動車局
2-12 優先レーン等により定時性を確保した基幹バスの運行 豊田市

1-7
電波を活用した安全運転支援システム及び簡易版安全運
転支援システムの実証実験

警察庁 2-13  自転車と人の共存を実現する自転車道の整備 豊田市

2-14 P&R駐車場整備をはじめとしたTDM施策の推進 豊田市

2-15
 バス運行情報の提供及びデマンドバス化、バスロケーショ
ンシステムを全路線に導入

豊田市

2-16 エコマネーと連携した共通ICカード 豊田市

2-17
主要バス停におけるパーク・バスライド(P&BR) 駐車場の整
備、乗継情報の提供

豊田市

2-29 プローブ情報の集約化・共有化の推進事業 経産省 2-18 ITSを活用した共働荷さばき駐車場の確保 豊田市

2-2 除排雪状況の情報の共有化 青森市 2-32 大丸有地区 都市組合

2-3 ITSによる駐車場の効率化の研究開発・実用化実験
柏ITS推進協

議会
2-33 博多アイランドシティ地区 国・民間

2-4 プローブ情報を核としたITS基盤情報システムの研究開発
柏ITS推進協

議会

2-5 エコドライブ促進 横浜市

2-6
エコドライブ評価データを活用した新たな交通サービス施
策の検討

豊田市

2-7 プローブ情報活用したリアルタイムな道路交通情報の提供 豊田市

2-30 プローブ情報の共有と相互利用に係る検討 ITS Japan

2-31 プローブ情報の活用（被災地支援） ITS Japan

2
都市交通
の革新

(1) 様々な交通流
情報の高度利用

促進 1-3
プローブ情報を活用した交通管制システムの高度化
（H24 電波を活用した安全運転支援システム及び簡易版
安全運転支援システムの実証実験）

警察庁

2-1

1

世界一安
全な道路
交通社会
の実現

(1) ｲﾝﾌﾗ協調によ
る安全運転支援ｼ

ｽﾃﾑの確立

(2) 多様な交通
手段の合理的

選択と組合せ利
用の促進

低炭素社会の実現に向けたITS情報通信システムの調査
及び実証
（H24は「ICT分野における低炭素社会促進事業」の一部）

総務省

(3)都市内物流
の効率化

都市交通
の革新
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No 分野 方策
施策
番号

施策名
マネジメント

機関

2-19
地域交通、物流の革新を促す新たな低炭素実用車両
の開発促進

国交省
自動車局

No 分野 方策
施策
番号

施策名
マネジメント

機関

2-20 青い森セントラルパーク低炭素モデルタウン構想 青森市 5-1 青森みち情報 青森県

2-21 環境対応車を活用したまちづくりに関する実証実験 青森市 5-2 あおもり防災情報
あおもりITS推

進研究会

2-22 次世代車両の研究開発・実用化・普及
柏ITS推進協

議会
5-3 ITS地域情報センター

柏ITS推進協
議会

2-23 ２００V倍速スタンド整備補助など 横浜市 5-4 エネルギーマネジメントとしてのＩＴＳの活用
民間事業者
（横浜市）

2-24 電動車両購入補助など 横浜市
緊急時
災害時

5-5 災害時等における交通情報を考慮したルート案内システム 豊田市

2-25
低公害車両の導入及びソーラーパネル等を用いた充電施
設

豊田市 平常時 5-6 イベント情報等を考慮したルート案内システム 豊田市

2-26 低公害車の購入支援の拡充 豊田市 5-7 交通事故死ゼロへの取組み 豊田市

2-27 パーソナルモビリティの導入 豊田市

2-28
環境対応車を活用したまちづくりに関する実証実験（超小
型モビリティ実証実験）

横浜市
民間事業者

3-1 共同輸送（電機業界）プロジェクト ITS Japan

3-2 共同輸送（自動車業界）プロジェクト ITS Japan

(2) 次世代物流技
術の導入

3-3 完成車物流(RFID) ITS Japan

2-6
エコドライブ評価データを活用した新たな交通サービス施
策の検討

豊田市

2
都市交通
の革新

(4)環境負荷の小
さな次世代車両

の導入

4-1 エネルギーITS推進事業
NEDO

（経産省）

3

高度幹線
物流シス
テムの実

現

(1) 効率的で低コ
ストな高度物流シ

ステム

4 共通

(1) 低エネルギー
消費・高度安全輸

送システム
(2) 情報通信技術

の高度化
(3) 二酸化炭素削

減効果の評価

ロードマップ作成後に始まった新たな分野
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