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第1章 はじめに 

ITS サービスでは、道路を走行する上で必要な情報（経路情報、交通情報、工事

情報、注意喚起情報等）をドライバーに提供することで、ドライバーが安全に道路

を走行できる環境を提供する。 

 

 

図図図図    1111----1111        ITSITSITSITS サービスサービスサービスサービスがががが利用利用利用利用するするするする道路情報道路情報道路情報道路情報    

ITS サービスが利用する道路情報には、静的情報と動的情報があり、それぞれの

仕組みで整備、提供される。 
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    情報情報情報情報のののの種類種類種類種類    情報情報情報情報のののの整備整備整備整備    

静的情報 時間の経過で変化しない情報 

・ 道路形状、接続関係 

・ 交通規制 

・ 工事情報 

道路管理者、交通管理者

の情報を基に、民間の事

業者が現地調査等行い、

地図データに加工され提

供される。 

動的情報 時間の経過と共に変化する情報 

・ 渋滞情報 

・ 臨時交通規制 

道路上に設置されたセン

サやカメラ映像等の情報

から道路の状況が提供さ

れる。クルマの位置やド

ライバーが所持する携帯

電話の位置情報から道路

の状況を判断するプロー

ブ技術も利用される。 

表表表表    1111----1111    静的情報静的情報静的情報静的情報とととと動的情報動的情報動的情報動的情報    

動的情報をリアルタイムに車載機に提供するための仕組みとして、VICS やテレマ

ティクスサービスが利用される。 
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出典：VICS 

図図図図    1111----2222    VICSVICSVICSVICS のののの仕組仕組仕組仕組みみみみ    

一方、静的情報についても、道路の新設、改良等により、道路の状態が変化した

場合、ドライバーに正確な情報を提供するするためには、変化への迅速な対応が必

要となる。日本デジタル道路地図協会は、各道路管理者からの道路更新計画の情報

を集約し、地図データに反映させることで、道路の更新情報を利用者に提供する。

また、警察庁は各都道府県警察が実施する交通規制の更新情報を集約し、公開して

いる。民間の事業者はこれらの情報を利用することで、道路の変化に対し、迅速に

道路情報を更新することが可能となっている。 

しかし、今後、具体化が進められる新たな ITS サービス（安全運転支援サービス、

移動支援サービス）においては、クルマが走行する全ての道路の最新の更新情報、

道路上に発生する様々な事象の情報をリアルタイムに入手する必要があり、現在の

仕組みでは、その対応には、限界がある。 

そこで、ITS Japan では、各関係者が集め、管理する道路情報を公開する場とし

て「道路情報基盤」を提案してきた。 
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図図図図    1111----3333    道路情報基盤道路情報基盤道路情報基盤道路情報基盤    

道路を管理する道路管理者、交通管理者に加え、プローブ技術を利用してサービ

スを展開する民間事業者、さらには、道路に関係する空間情報を整備、利用する

様々な関係者が、「道路情報基盤」により管理する道路情報を公開することで、その

相互利用を促進させ、新たな ITS サービスの具体化が加速化されることになる。（参

考１） 
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第2章 道路情報基盤の役割 

道路情報を利用するためには、その情報が、 

・ どの道路のことであるか？ 

・ その道路のどこの位置か？ 

を明らかにする必要がある。 

多くの ITS サービスにおいては、道路上の位置は、道路ネットワークで表現さ

れる。 

先に記載した VICS においても、渋滞情報、工事情報等の交通情報の位置情報

を VICS リンクにて定義することで、車載機での利用が可能となっている。 

しかし、VICS リンクを利用するためには、VICS リンクに対応した道路ネット

ワークを、利用するシステムに組み込む必要があり、その利用は容易ではない。 

そこで、『道路情報基盤』では、誰でもが容易に道路上の位置を特定する手段と

して、下記２つの基盤を採用する。 

 

基盤基盤基盤基盤    目的目的目的目的    

オーソリティテーブル 道路の所定の区間ごとに ID を設定し、その ID を利

用して、各道路の区間と道路区間上の位置情報を交

換する。 

＜道路上の相対位置相対位置相対位置相対位置情報情報情報情報の交換＞ 

オーソリティマップ 道路の詳細形状を示す道路詳細図を共有化すること

で、道路上の詳細位置情報を交換する。 

＜道路上の絶対位置絶対位置絶対位置絶対位置情報情報情報情報の交換＞ 

表表表表    2222----1111    道路情報基盤道路情報基盤道路情報基盤道路情報基盤のののの構成要素構成要素構成要素構成要素    

この２つの基盤を利用することで、各管理者や民間が管理する道路情報の道路上

の位置は、誰でもが利用できる位置情報に変換され、様々な ITS サービスでの利用

が容易となる。 
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図図図図    2222----1111    道路情報基盤道路情報基盤道路情報基盤道路情報基盤（（（（オーソリティテーブルオーソリティテーブルオーソリティテーブルオーソリティテーブル、、、、オーソリティマップオーソリティマップオーソリティマップオーソリティマップ））））    

2.1 オーソリティテーブル（道路の区間ＩＤ） 

オーソリティテーブルでは、道路を交差点間の道路区間で管理し、各道路区間に

ユニークでパーマネントな ID を設定する。 

その具体化の手法として、国土交通省国土技術政策総合研究所（国総研）にて開

発された、『道路の区間 ID 方式』（参考２）を採用する。 

道路の区間 ID 方式では、 

 道路を、『区間』 

 道路の始終点となる交差点を、『参照点』 

とし、各区間、各参照点は、ユニークでパーマネントな ID にて管理される。 
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出典：国土交通省国土技術政策総合研究所 

図図図図    2222----2222    道路道路道路道路のののの区間区間区間区間 IDIDIDID 方式方式方式方式    

道路の区間 ID 方式では、ID の共有性、継続性を確保するため、下記の仕組みが

採用される。 

 

道路道路道路道路のののの区間区間区間区間 IDIDIDID 方式方式方式方式のののの仕組仕組仕組仕組みみみみ    特徴特徴特徴特徴    

ユニークでパーマネントな

ID 

 

一度設定した ID は、変更しない。 

区間の途中に新規の交差点ができた場合は、該当の

区間は変更せず、経由参照点を追加することで対応

する。 
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道路の区間 ID 方式で、管理

するのは 

【区間】 

・区間 ID 

・始点、終点の参照点、 

経由参照点 

・属性 

【参照点】 

・参照点 ID 

・位置座標（緯度、経度） 

・属性 

道路形状は管理しない。 

・立体交差部 

 

・IC、JCT 部 

 

道路の改良では、区間 ID は変えない。 

  

道路区間上の位置は、参照点からの相対距離で定

義する。 

表表表表    2222----2222    道路道路道路道路のののの区間区間区間区間 IDIDIDID 方式方式方式方式のののの仕組仕組仕組仕組みみみみ    

 

道路の区間 ID 方式の ID テーブルは、すでに、日本デジタル道路地図協会（DRM

協会）において、県道以上の道路の ID テーブル（オーソリティテーブル）の整備が

完了し、DRM 協会のホームページにて公開され、誰でもが利用可能となっている。

（参考 3） 
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出典：国土交通省国土技術政策総合研究所 

図図図図    2222----3333    道路道路道路道路のののの区間区間区間区間、、、、参照点参照点参照点参照点のののの定義定義定義定義    

 

出典：日本デジタル道路地図協会 

図図図図    2222----4444    オーソリティテーブルオーソリティテーブルオーソリティテーブルオーソリティテーブルのののの整備整備整備整備    

また、各道路の区間 ID を知るためのツールも、DRM 協会から、『道路の区間 ID

方式表現ツール』として公開されている。（参考 4） 
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出典：日本デジタル道路地図協会 

図図図図    2222----5555    道路道路道路道路のののの区間区間区間区間 IDIDIDID 方式表現方式表現方式表現方式表現ツールツールツールツール    

 

道路の区間 ID 方式は、平成 22 年度道路交通センサス（国土交通省）で採用され、

センサスデータの継続的な利用、経年変化等の分析が容易になるだけでなく、民間

が収集するプローブ情報との連携も可能であり、データの有効利用、データ収集費

用の削減が期待されている。 
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また、道路の区間 ID 方式を利用した官民連携による情報流通の仕組みの検討も進

められている。（参考 5） 

 

 

出典：ProjectZ NAVI de HANSHIN! 

図図図図    2222----6666    ProjectZ ProjectZ ProjectZ ProjectZ NAVI de HANSHIN!NAVI de HANSHIN!NAVI de HANSHIN!NAVI de HANSHIN!    

今後は、その普及の促進を図るため、各サービスシーンにおける利用方法を具体

化する必要がある。 

2.2 オーソリティマップ（道路基盤地図情報） 

オーソリティテーブル（道路の区間 ID 方式）により、道路と道路区間上の位置を

誰でもが利用できる形で表現することが出来、道路情報の利用が容易となった。 

しかし、道路が交差する交差点内、ジャンクション内等では、様々な移動手段の

動線が交差することになり、それらの移動手段の安全性を確保するためには、交差

点内、ジャンクション内における正確な位置情報が必要となる。 
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図図図図    2222----7777    交差点交差点交差点交差点、、、、分合流部分合流部分合流部分合流部のののの移動体移動体移動体移動体のののの挙動挙動挙動挙動    

そこで、交差点、ジャンクション等の詳細な道路形状を示す道路詳細図を、誰も

が共通で使えるオーソリティマップとして公開し、その上に各移動体の位置をプロ

ットすることで、各移動体の位置関係を明らかにすることができる。 

道路情報基盤では、国土交通省にてその整備に向けた検討が進められている、『道

路基盤地図情報』（参考 6）をオーソリティマップとして採用する。 

 

 

出典：国土交通省国土技術政策総合研究所 

図図図図    2222----8888    道路道路道路道路基盤地図情報基盤地図情報基盤地図情報基盤地図情報    
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この、道路基盤地図情報は、道路工事が完成した際、その成果物として納品され

る『工事完成図面（CAD データ）』を活用した道路詳細図であるため、その鮮度と

精度は高く、また、CAD データからプログラムで変換することで生成されるため、

その整備時間、整備コストの大幅な低減が期待される。 

 

 

出典：国土交通省国土技術政策総合研究所 

図図図図    2222----9999    道路基盤地図情報道路基盤地図情報道路基盤地図情報道路基盤地図情報のののの整備整備整備整備    

現在、高速自動車国道のほぼ全線については、その整備が完了し、直轄国道の工

事箇所より順次、整備が進められることになっている。 
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第3章 オーソリティテーブルの利用 

3.1 東日本大震災と電子行政オープンデータ戦略 

2011 年 3 月 11 日 14 時 46 分に発生した、東日本大震災では、地震と津波により

多くの道路の通行に障害が発生し、被災地における様々な活動をすすめる上で大き

な障害となった。そこで、ITS Japan は、各自動車メーカーが収集するプローブ情

報から通行実績情報を集め、道路管理者から提供された通行止情報と共に、一つの

地図上に集め公開することで、被災地での活動に大きな効果を発揮することができ

た。 

 

出典：ITS Japan 地図：Google 

図図図図    3333----1111    東日本大震災東日本大震災東日本大震災東日本大震災におけるにおけるにおけるにおける通行実績通行実績通行実績通行実績・・・・通行止情報通行止情報通行止情報通行止情報    
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出典：ITS Japan 地図：Google 

図図図図    3333----2222    通行実績通行実績通行実績通行実績・・・・通行止情報通行止情報通行止情報通行止情報のののの整備整備整備整備    

この官民連携による、通行実績・通行止情報の公開は、今までの様々な取り組み

や、大規模災害に対する関係者の組織を超えた活動により可能となったが、課題も

明らかとなった。特に、大規模災害の場合、利用できる情報は限られたものになり、

限られた情報を漏れなく利用できる仕組みが重要となる。 

しかし、いつ発生するか分からない災害を想定したシステムは、その維持が難し

く、本番では、その効果を十分発揮できなくなることも考えられる。 

そこで、ITS Japan では、平常時のシステムを利用した災害時の情報の提供の仕

組みを検討するため、『災害時／平常時ハイブリッド情報システム委員会』が設置さ

れ、東日本大震災の状況から、災害情報の連携のありかたの検討が進められている。 
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出典：ITS Japan 

図図図図    3333----3333    災害時災害時災害時災害時／／／／平常時平常時平常時平常時ハイブリッドハイブリッドハイブリッドハイブリッド情報情報情報情報システムシステムシステムシステム委員会委員会委員会委員会    

 

一方で、政府においても、東日本大震災を契機に、行政の情報のオープン化が重

要となり、オープンガバメントの動きが加速化されるようになった。2012 年 7 月に

は、高度情報通信ネットワーク社会推進戦略本部（IT 戦略本部）から「電子行政オ

ープンデータ戦略」（参考 7）が公表され、公共データの活用を推進するための方策

として、下記の基本原則があげられている。 

 

① 政府自ら積極的に公共データを公開すること。 

② 機械判読可能な形式で公開すること。 

③ 営利目的、非営利目的を問わず活用を促進すること。 

④ 取組可能な公共データから速やかに公開等の具体的な取組に着手

し、成果を確実に蓄積していくこと。 
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そこで、本委員会では、ITS サービスを想定した道路情報基盤の仕組みを、自治

体が管理する情報に拡大することで、災害時の対応能力を高める方策を検討するこ

とにした。 

3.2 自治体における空間情報の利用 

自治体では、その業務を進める上で様々な情報が整備、管理されている。 

その情報の多くは、 

・ どの地域の情報か？ 

・ どの場所の情報か？ 

と言ったその位置が重要であり、その多くは空間情報（位置情報を付加された情

報）として整備、管理が行われている。 

カテゴリカテゴリカテゴリカテゴリ    情報項目例情報項目例情報項目例情報項目例    

共用地図 地形図、住宅地図、広域地形図、航空写真 

道路・克雪 国道・県道・市道・歩道、除雪路線、流雪溝整備、市道消雪パイ

プ 

教育 小中学校通学路、スクールバス運行路 

生活・環境 行政区、地域コミュニティ施設、バス停 

基準点 三角点、街区基準点、街区補助点 

資産・税 共用地番現況図、共用家屋現況図、共用更正図界・家屋被害調査 

都市計画 都市計画道路、準防災地域、用途指定、都市計画区域及び DID 

総務 国勢調査、経済センサス 

防災 ハザードマップ、土石流・地滑り・雪崩危険地域、市指定避難場

所、福祉避難場所 

選挙 ポスター掲示場 

農林 農業振興地域、水張りデータ・耕地情報 

施設 体育施設、小中学校、保育園、AED 設置施設 

水道 水道使用者位置特定・水道管理図、災害情報 

下水道 下水道管理図、災害情報 

観光 観光施設情報 

光ケーブル イントラネット、インターネット設備 

出典：(参考)新潟県十日町資料 

表表表表    3333----1111    自治体自治体自治体自治体がががが管理管理管理管理するするするする空間情報空間情報空間情報空間情報のののの例例例例    
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(1) 空間情報の管理 

自治体における空間情報の多くは、下記の方法で管理される。 

 

空間情報空間情報空間情報空間情報のののの管理手法管理手法管理手法管理手法    特徴特徴特徴特徴    

管理台帳 自治体が管理する様々な施設は、その管理のため、管理台帳

が作成される。管理台帳では、多くの場合、その設置位置を

管理するため、管理図（付図）が作成される。 
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GIS （ Geographic 

Information 

Systems） 

施設の管理業務の効率化のため、GIS を採用する自治体も多

くなった。GIS を採用することで、各管理台帳の情報はデー

タ化され、その参照、利用が容易となる。 

 

また、空間情報を一つの「共用空間データ」に集め、ネット

ワークを通じて、関係部局の業務に利用することで、さらな

る業務の効率化を進める自治体もある。 

 

出典：統合型 GIS 推進指針（総務省） 

表表表表    3333----2222    自治体自治体自治体自治体におけるにおけるにおけるにおける空間情報空間情報空間情報空間情報のののの管理管理管理管理    

(2) 空間情報の公開 

また、GIS の導入により空間情報を HP（ホームページ）で公開する自治体も多く

なっている。 

たとえば、岐阜県では、『県域統合型 GIS ぎふ』にて、県が管理する様々な情報の

県民への公開を進めている。（参考 8） 
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出典：岐阜県 

図図図図    3333----4444    県域統合型県域統合型県域統合型県域統合型 GISGISGISGIS ぎふぎふぎふぎふ    

また、最近では、民間の Web 地図サービス（たとえば、Google Maps）や電子国

土 Web を利用して空間情報を公開する自治体も増えている。 

 

出典：静岡県 

図図図図    3333----5555    ふじのくにふじのくにふじのくにふじのくに    静岡県公式静岡県公式静岡県公式静岡県公式ホームページホームページホームページホームページ    
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この各自治体による空間情報の公開の動きは、オープンガバメントの施策に沿う

ものでもあり、行政が管理する空間情報を身近なものとしている。 

また、スマフォの普及により、これらの空間情報をいつでも、どこでも利用する

ことが可能となっており、今後、様々な住民サービスにおいて、自治体が管理する

空間情報が提供されるものと思われる。 

(3) 空間情報の利用 

空間情報を利用するためには、その位置が重要となる。 

位置を表現する方法として多く利用されるのは、住所であり、道路管理者や交通

管理者が道路情報を公開する際も、その位置を表現するため、住所が利用されてい

る。 

    

図図図図    3333----6666    道路情報道路情報道路情報道路情報のののの公開公開公開公開のののの例例例例    

しかし、日本の住所は街区基準であるため、住所から道路上の位置を特定するこ

とは容易ではない。 
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図図図図    3333----7777    住所体系住所体系住所体系住所体系    

そこで、住所からその位置を特定するためには、各住所の位置座標を整備した住

所データが利用されるが、住所は、自治体の合併や区画整理等で変更があった場合、

住所データの更新が必要となる。さらに、空間情報に記載される住所には、略称、

通称等の表記の揺れや、旧住所による表記もあり、住所データが整備されていたと

しても、住所から位置座標へ変換できないケースも多い。また、道路は、街区の境

界となるケースもあり、住所だけでは、道路上の位置を特定できないという問題も

ある。 

一方、欧米では、住所は、道路基準であり、かつ、道路には道路名が整備されて

いるため、住所から道路と道路上の位置の特定は容易である。 

そこで、自治体が管理する空間情報の相互利用を容易にするためには、空間情報

を公開する際、住所ではなく、誰でもが、道路上の位置を容易に特定できる位置の

表現方法が必要となる。 

 

3.3 自治体の空間情報における道路情報基盤の利用 

自治体が整備、管理する空間情報の公開、相互利用を容易にするため、各自治体

が空間情報を公開する手段として、道路情報基盤の利用を提案する。 
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(1) オーソリティテーブル（道路の区間ＩＤ方式）の利用 

各自治体では、様々な管理手法で、空間情報が管理されているため、それぞれの

管理手法における、オーソリティテーブルの利用方法を検討する。 

 

空間情報空間情報空間情報空間情報のののの    

管理手法管理手法管理手法管理手法    

道路道路道路道路のののの区間区間区間区間 IDIDIDID 方式方式方式方式のののの利用方法利用方法利用方法利用方法    

GIS GIS で管理される空間情報の位置は、背景地図上の位置情報

（緯度・経度）で管理される。 

 

そこで、道路の区間 ID と紐付いた道路ネットワーク（たとえ

ば、DRM-NW）を GIS のレイヤとして追加することで、緯

度・経度情報から道路ネットワーク上の位置を特定し、道路ネ

ットワークに格納された区間 ID、参照点 ID から道路の区間 ID

方式による道路上の位置の表現方法に変換することができる。 

 



- 25 - 

管理台帳 道路管理者が道路上に設置する施設の場合、道路上に設置され

た距離標を基準に管理されるケースが多い。 

道路の区間 ID 方式では、道路上に設置された距離標は、参照点

として管理されるため、距離標を基準として管理される空間情

報の位置情報を道路の区間 ID 方式に変換するのは容易となる。 

 

紙地図、住所 紙地図や住所で管理される空間情報の場合、その位置情報を道

路の区間 ID 方式で表現するためには、地図上の位置から道路の

区間、参照点からの相対位置を算出する仕組み（ツール）が必

要となる。 

DRM 協会が公開する『道路の区間ＩＤ方式表現ツール』が参考

となる。（参考 4） 

住民から寄せられ

る情報 

住民からの情報は、多くの場合、住民が判断できる住所、道路

名、交差点名等の位置情報で提供される。 

それらの情報を受ける際、自治体は、前記のような、地図上の

位置から道路の区間 ID 方式に変換ツールを利用して住民からの

情報の位置情報を確認することで、その位置情報は道路の区間

ID 方式に変換され、住民から寄せられた情報を有効に利用する

ことができるようになる。 

さらに、最近では、スマフォを利用する住民も増え、電子国土

Web システムをスマフォで利用することで、住民が示す地図上

の位置から直接、道路の区間 ID 方式へ変換することも可能とな
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る。また、距離標の整備を進めることも、距離標を利用した情

報提供の方法を普及させることにもなる。 

表表表表    3333----3333    自治体自治体自治体自治体のののの業務業務業務業務におけるにおけるにおけるにおける道路道路道路道路のののの区間区間区間区間 IDIDIDID 方式方式方式方式のののの利用方法利用方法利用方法利用方法    

(2) 行政サービスの進化 

自治体の空間情報の管理手法にオーソリティテーブルを利用することで、各空間

情報の道路上の位置は共通化され、各自治体が管理する空間情報は、様々な住民サ

ービスへの利用が可能となる。 

以下に、タスクグループで検討をした、各自治体の空間情報を利用したサービス

のアイデアを掲載する。 

 

新新新新たなたなたなたな    

サービスサービスサービスサービス    

概要概要概要概要    

自治体間の 

情報の連携 

（垂直統合） 

自治体内の各道路は、それぞれの管理者により管理され、 

・ 道路管理者（国、県、市町村、道路会社） 

・ 交通管理者（警察） 

・ スクールゾーン（国、自治体、警察） 

・ ライフライン（自治体、民間企業） 

道路の新設、維持においては、これらの管理者による調整作業が

必要となっている。 

そこで、各情報を共有化することで、作業の効率化を図ることが

可能となる。 
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自治体間の 

情報の連携 

（水平統合） 

自治体の活性化の手段として、隣接の自治体との様々な連携が進

められている。 

その際、各自治体の情報を共有化させることができれば、新たな

サービスを創造することも可能となる。 

たとえば、各自治体で個別に管理する観光情報を連携させ、広域

な観光情報として利用することができる。また、隣接する自治体

の観光資源を連携させることで、広域な観光資源とし、観光の質

の向上も可能となる。 
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住民との情報

の連携 

高度成長期に建設された社会資本は、老朽化が始まっており、国

土交通省は、そのメンテナンスの必要性を示唆している。 

2012 年 12 月 2 日に発生した、中央自動車道の笹子トンネルの崩

落事故は、その前兆でもある。 

 

出典：国土交通省 

道路の様々な異常は、道路管理者の日々の管理だけでなく、常に

その道路を利用する住民が気づくことが多く、それらの情報を収

集する仕組みが設けられている。 

しかし、住民が、各道路の管理者を特定することは難しく、気が

ついた異常は、身近な自治体へ提供されることになる。そこで、

各道路管理者が道路の異常情報や補修情報を共有化することで、

メンテナンス作業を効率化することが可能となる。 

民間との情報

の連携 

各自治体は、地域の交通手段を維持するため、自らコミュニティ

バス等の交通手段を運用しているケースが多くなっている。しか

し、その運営の大半は赤字であり、その赤字分は自治体の持ち出

しとなっている。ITS 技術を利用して、その効率化も検討されて

いるが、自治体だけの仕組みでは、限界がある。 

そこで、自治体が各地域交通の情報を公開することで、民間が地

域交通事業を民間サービスとして容易に参入できる環境を作るこ

とで、官民の連携による新たな地域交通の仕組みを構築すること

ができる。 



- 29 - 

 

表表表表    3333----4444    自治体自治体自治体自治体のののの空間情報空間情報空間情報空間情報をををを利用利用利用利用したしたしたした様様様様々々々々ななななサービスサービスサービスサービスののののアイデアアイデアアイデアアイデア    

3.4 災害情報の連携 

今回の東日本大震災のような大規模災害では、各自治体や自治体職員も被災者と

なり、自治体による災害対応は困難を極めた。一方で、東日本大震災では、ITS 

Japan の通行実績・通行止情報だけでなく、様々な民間事業者による支援サービス

が行われた。 

独立行政法人情報処理推進機構が公開する「災害対応・支援を目的としたウェブ

サイト等の構築・運営における技術課題に関する調査報告書」（参考 9）によると、

震災後の立ち上がった支援サイトの状況は下記であり、大規模な災害発生時は、災

害情報、地理情報が重要であり、支援サイトの運営者は、それらの情報提供を政

府・自治体に期待しており、情報の公開と利用を容易にする仕組みが重要であるこ

とが明らかとなった。 
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図図図図    3333----8888    東日本大震災東日本大震災東日本大震災東日本大震災におけるにおけるにおけるにおける災害支援災害支援災害支援災害支援をををを目的目的目的目的とするとするとするとするウェブサイトウェブサイトウェブサイトウェブサイトのののの実態調査実態調査実態調査実態調査    

（（（（支援支援支援支援サイトサイトサイトサイトののののサービスサービスサービスサービス内容内容内容内容））））    

 

 

図図図図    3333----9999    東日本大震災東日本大震災東日本大震災東日本大震災におけるにおけるにおけるにおける災害支援災害支援災害支援災害支援をををを目的目的目的目的とするとするとするとするウェブサイトウェブサイトウェブサイトウェブサイトのののの実態調査実態調査実態調査実態調査    

（（（（取取取取りりりり扱扱扱扱ったったったったデータデータデータデータのののの種類種類種類種類））））    
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図図図図    3333----10101010    東日本大震災東日本大震災東日本大震災東日本大震災におけるにおけるにおけるにおける災害支援災害支援災害支援災害支援をををを目的目的目的目的とするとするとするとするウェブサイトウェブサイトウェブサイトウェブサイトのののの実態調査実態調査実態調査実態調査    

（（（（教訓教訓教訓教訓、、、、提言提言提言提言、、、、そのそのそのその他関係方面他関係方面他関係方面他関係方面にににに望望望望むことむことむことむこと））））    

また、各被災地には、被災のなかった自治体の職員やボランティアが集結し、支

援活動が行われた。その際、支援活動の障害となったのが、災害情報の位置であり、

土地勘のない者にとって、地図上の位置や住所だけでは、その正確な位置を特定す

ることは容易ではない。 

そこで、各自治体が、平常時において、オーソリティテーブル（道路の区間 ID 方

式）を利用した空間情報の相互利用を進めておくことで、災害時に、災害情報を容

易に利用することが可能となる。また、各自治体において、オーソリティテーブル

を利用する仕組み、スキルがあれば、支援する自治体や自治体職員も、その支援活

動を容易に進めることができるようになるものと思われる。 
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図図図図    3333----11111111    道路情報基盤道路情報基盤道路情報基盤道路情報基盤（（（（災害時災害時災害時災害時のののの利用利用利用利用））））    

そのためには、自治体を含め空間情報を整備・管理する各関係者や空間情報を利

用しサービスを提供する各民間事業者が、道路情報基盤を利用することが、重要と

なる。 
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第4章 オーソリティマップの利用 

オーソリティマップは、オーソリティテーブルでは位置情報を交換できないシー

ンでの利用が想定されている。 

本委員会では、その利用シーンとして、下記のシーンについての議論を行った。 

 

オーソリティオーソリティオーソリティオーソリティ

マップマップマップマップのののの利用利用利用利用

シーンシーンシーンシーン    

概要概要概要概要    

交差点 交差点においては、様々な車や歩行者の動線が交差し、安全に通過する

ためには、交差点で遭遇する全ての車と歩行者の位置を正確に把握し、

その接近を警告する必要がある。 

自律型安全運転支援システムは、センサ、カメラ等を利用して、クルマ

に接近する危険を検出し、その接近を警告する。しかし、センサ、カメ

ラが検出できない危険については、その接近を検出することはできな

い。 

そこで、自律型安全運転支援システムと協調システム（路車・車車協

調）がオーソリティマップで、交差点内の車、歩行者の位置情報を交換

することで、交差点の通過を支援する。 
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分合流部 分合流箇所においても、交差点と同様に、車の動線が複雑に交差するた

め事故が多発する。特に、都市高速においては、分合流に際して十分な

距離を確保できないため、交差する車の見落としによる接触事故が多発

する。 

そこで、分合流部においても各車の正確な位置情報をオーソリティマッ

プで把握することで、分合流部の走行を支援する。 

 

駐車場 駐車場において、ドライバーは駐車位置を探すため、駐車場内を行った

り来たりし、無駄な時間、無駄な燃料を消費することが多い。加えて、

駐車場内には歩行者も存在し、また、屋内の駐車場は暗く、歩行者を見

落としやすい。駐車内での駐車支援は、事故の低減にも繋がる。 

そこで、駐車場内の正確な形状と空きマスの情報をオーソリティマップ

上で提供することで、駐車場での駐車を支援する。 
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表表表表    4444----1111    オーソリティマップオーソリティマップオーソリティマップオーソリティマップのののの利用利用利用利用シーンシーンシーンシーン    

これらの利用シーンでは、道路上における各移動体の位置関係が重要となる。そ

のためには、誰でもが共通に利用できるオーソリティマップを準備し、そのオーソ

リティマップ上に、各移動体の位置をプロットすることで、その位置関係を明らか

にする仕組みが必要となる。 

 

 

図図図図    4444----1111    交差点上交差点上交差点上交差点上のののの移動体移動体移動体移動体のののの位置位置位置位置のののの把握把握把握把握    
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4.1 オーソリティマップとしての道路基盤地図情報の利用 

国土交通省により検討が進められている道路基盤地図情報は、工事完成図をソー

スとするため、道路の詳細形状、道路上の施設の位置は正確に表現されている。ま

た、道路基盤地図情報は、公的情報であるため、オーソリティマップとしての利用

に適している。 

しかし、課題もある。 

・ 整備が進められているのは、高速道路と国が直接管理する直轄国道に限定

される。 

・ 道路工事が行われない箇所は、工事完成図が作成されないため、道路基盤

地図情報は整備されないことになる。 

4.2 オーソリティマップの整備と利用 

しかし、ITS サービスにおいて、オーソリティマップが必要となるシーンは限定

的である。たとえば、交通事故が多発する交差点や分合流点は、利用者にとって、

ITS サービスの整備が期待される箇所となる。 

また、これらの箇所は、道路管理者にとっても対策が急がれる箇所でもあり、そ

の対策を進める上で、道路工事が伴うものが多く、工事完成図が作成される可能性

は高い。 

そこで、道路を管理する行政と、ITS サービスを提供する民間が連携することで、

効率的にオーソリティマップの整備と、ITS サービスの提供が可能となる。行政の

対策だけではその効果が不十分であっても、民間のサービスを加えることで、その

効果を高めることが可能となる。 

工事完成図から道路基盤地図情報を作成する仕組みは、国が管理する道路だけで

なく、各自治体が管理する道路においても適用可能である。 

さらに、駐車場においても、各駐車場の工事図面からオーソリティマップへの変

換することで、様々な駐車支援サービスを提供することが可能となる。 

今後は、官民による議論と連携を通じて、オーソリティマップの具体化を推進す

ることで、対応が難しい、交差点や分合流点、駐車場における ITS サービスの促進

を図る必要がある。 
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第5章 道路情報基盤の運用ルール 

道路情報基盤は、空間情報を利用する様々なシーンにおいて空間情報を公開、相

互利用を容易にするためのツールとなる。 

 

ツールツールツールツール    目的目的目的目的    具体事例具体事例具体事例具体事例    

オーソリティテーブル 道路上の位置を、道路の区間

を基準として規定する。 

道路の区間 ID 方式 

オーソリティマップ 道路上の詳細位置を、道路の

詳細図上の座標として規定す

る。 

道路基盤地図情報 

表表表表    5555----1111 道路情報基盤道路情報基盤道路情報基盤道路情報基盤がががが利用利用利用利用するするするするツールツールツールツール    

しかし、災害時の利用を想定した場合、位置情報だけでなく、情報の種類につい

ても、ある程度の規定が必要であり、委員会では、下記の議論も行われた。 

災害時の利用を想定した場合、たとえば、『学校』は、災害時には、『避難所』と

なるため、平常時の『学校』と災害時の『避難所』を紐づけておく必要がある。 

 

情報情報情報情報のののの    
形式形式形式形式    

情報情報情報情報    情報保有者情報保有者情報保有者情報保有者（（（（主主主主なななな））））    情報情報情報情報がががが示示示示すすすす意味意味意味意味    

災害時 平常時 

点 学校 自治体 - 避難所 - 学校等ある地点 
（通行に注意する地

点） 
病院 自治体、各病院 - 災害拠点病院 

- 救護病院 
- POI（目的地） 

ビル（避難ビ

ル） 
自治体、管理会社 - 津波時等の避難ビ

ル 
- POI（目的地） 

水門 自治体 - 災害時に警戒すべ

き箇所 
-  

陸閘 自治体 - 災害時に警戒すべ

き箇所 
-  

標識 道路管理者、 
交通管理者 

-  - 走行時に注意すべき

情報 
- 走行支援等で用いる

情報 
ラ イ ブ カ メ ラ

画像情報 
道路管理者 - 災害時の状況の把

握 
- 路面状況の把握 

道 路 冠 水 箇

所 
道路管理者 - 洪水等の災害時に

被害が想定される箇

-  
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所 
ボックスカル

バート 
道路管理者 
（道路基盤地図情報） 

- 洪水等の災害時に

被害が想定される箇

所 

- 前照灯を点灯させる

べき箇所 

シェッド 道路管理者 
（道路基盤地図情報） 

- 落石や斜面崩壊の

可能性がある箇所 
- 同上 

シェルター 道路管理者 
（道路基盤地図情報） 

- 同上 - 同上 

線 走行経路 自動車、自動車メー

カー、ナビメーカ等 
- 通行実績 - 渋滞情報 

- 旅行時間情報 
走りやすさマ

ップ（指標） 
道路管理者 - 災害時に通行不可

となる可能性がある

箇所（狭幅員箇所） 

- 走りやすさ情報 

縦断勾配 道路管理者 -  - 駆動制御 
面 大 規 模 崩 壊

危険斜面 
自治体 - 落石や斜面崩壊の

可能性がある箇所 
-  

津波浸水域 自治体 - 災害時に警戒すべ

き箇所 
-  

延焼危険度 自治体 - 災害時に警戒すべ

き箇所 
-  

推 定 震 度 分

布 
自治体 - 災害時に警戒すべ

き箇所 
-  

土 砂 災 害 警

戒区域 
自治体 - 落石や斜面崩壊の

可能性がある箇所 
-  

ゾーン 30 道路管理者、 
交通管理者 

-  - 時速 30km 以下で走

行すべき箇所 
スクールゾー

ン 
教育委員会、 
交通管理者 

-  - 学校等があり走行に

注意すべき箇所 

※網掛け部分は、災害時、平常時で異なる意味をもつ情報 

表表表表    5555----2222    交換交換交換交換するするするする情報情報情報情報とととと災害時災害時災害時災害時、、、、平常時平常時平常時平常時にににに情報情報情報情報がががが示示示示すすすす意味意味意味意味    

そこで、道路情報基盤を利用した道路情報の交換を確実なものとするためには、

道路情報基盤の利用のためのガイドラインが必要となる。 

ガイドラインに記載すべき項目としては、下記が想定される。 

① データ管理機関、利用申請者等の役割 

② データの運用方法、維持・管理方法 

③ データ項目とデータの持つ意味 

④ オーソリティテーブル、オーソリティマップの利用にあたっての手続

き方法 

⑤ ガイドラインが想定すべきサービスイメージ 

⑥ サービスに応じたデータ利用方法、留意事項等 
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⑦ ガイドラインの課題 

今後、これらの議論を踏まえ、道路情報基盤のガイドライン作りが必要となる。 
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第6章 まとめ 

東日本大震災では、ITS Japan による「通行実績・通行止情報」の提供をはじめ

として、インターネットを通じて、様々な情報が提供されたことで、被災での活動

に大きな効果を発揮したことが報告されている。しかし、提供された情報を効果的

に利用するためには、課題は多く、特に、その情報がどの位置の情報であるかを知

ることは容易ではない。 

そこで、ITS サービスの具体化を促進するために、検討を進めている道路情報基

盤の仕組みを、ITS の関係者（道路管理者や交通管理者、民間事業者）だけでなく、

全ての関係者（行政機関、民間事業者）が利用することができれば、災害時の災害

情報の交換が容易となり、災害時の対応能力の向上に役立つものと考えられる。 

そのためには、平常時において、道路情報基盤を利用することが重要であり、委

員会では、災害対応の主役となる自治体において、平常時における道路情報基盤の

利用方法や、道路情報基盤を利用した住民サービスについての議論を行った。 

オーソリティテーブルの仕組みは、自治体が管理する空間情報の仕組みを大きく

変えることなく利用が可能であり、各空間情報の位置情報を、オーソリティテーブ

ルを利用して表現することで、誰でもが正確、かつ、容易に空間情報の道路上の位

置を把握することができることが明らかとなった。また、オーソリティテーブルの

利用は、自治体の業務の効率化だけでなく、新たな住民サービスの提供も期待する

ことができる。 

今、日本列島は、東日本大震災の影響もあり、地震の活動期に入ったと言われて

おり、近い未来の大地震の発生が危惧されている。その時に備え、全ての関係者が

オーソリティテーブルを利用し、空間情報の交換、相互利用を容易にしておくこと

が重要であり、今後は、今回議論の内容を基に、関係者との具体的な議論を急ぐ必

要がある。 

一方で、交通事故は、交通が複雑に交差する交差点や分合流部で多く発生し、道

路管理者、交通管理者にとって、その対応は重要な課題である。そのようなシーン

で ITS サービスを提供するためには、交差点、分合流部等の交通が交差する箇所の

正確な位置情報が必要となる。そこで、各交通手段の正確な位置関係を明らかにす

るため、誰でもが共通に利用できるオーソリティマップが重要となる。今回、その

候補として、国土交通省が整備を進める道路基盤地図情報の検討を行った。道路基

盤地図情報は、道路工事完成図を利用するため、その精度と鮮度は高いが、全ての
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道路についての整備には時間と費用がかかるという課題もある。しかし、交通事故

が多発する交差点や分合流部の整備を優先することで、危険個所に対する対策を加

速化させることが可能であり、今後、官民が連携し、具体的なシーンでの具体的な

議論が重要となる。 

また、駐車場については、民間のサービスによるものが多いが、交差点や分合流

部におけるオーソリティマップ利用の仕組みの検討が進むことで、同様な仕組みを

利用することで、駐車場における駐車支援サービスも可能となる。 

今回の委員会活動では、道路情報基盤の利用シーン、活用シーンは、かなり具体

的なものとなり、その役割が重要であることを明らかにすることができた。しかし、

今まで議論してきた道路情報基盤は、道路情報を交換する際に、その道路情報の道

路上の位置（道路区間上の位置、道路上の詳細位置）の表現方法を規定するもので

あったが、道路情報を交換し、その利用を確実なものとするためには、交換する情

報やその運用方法を議論しておく必要がある。特に、災害時は、情報の確度が重要

であり、道路情報基盤を利用した情報交換のためのガイドラインを作成しておく必

要がある。 

今後、これらの課題を解決するための活動を進めることにする。 
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尚、本報告書作成にあたり、下記作業グループメンバーの多大なご支援があった

ことを、最後に記すことにする。（敬称略） 

有賀清隆（国土交通省国土技術政策総合研究所） 

石田稔（一般財団法人日本デジタル道路地図協会） 

市川博一（パシフィックコンサルタンツ㈱） 

市川龍平（㈱パスコ） 

今井龍一（国土交通省国土技術政策総合研究所） 

大伴真吾（朝日航洋㈱） 

奥瀬俊哉（㈱ブロードリーフ） 

金木大輔（パシフィックコンサルタンツ㈱） 

菊山幸輝（日本工営㈱） 

佐々木洋一（国土交通省国土技術政策総合研究所） 

末久博行（朝日航洋㈱） 

竹中憲郎（三菱電機㈱） 

土居原健（一般財団法人日本デジタル道路地図協会） 

中尾和浩（インクリメント P㈱） 

中尾昌史（㈱三菱総合研究所） 

中條覚（㈱三菱総合研究所） 

早川玲理（㈱三菱総合研究所） 

藤井一隆（ボッシュ㈱） 

古野豊起（㈱ゼンリン） 

本田勝也（㈱パスコ） 

松井晋（アジア航測㈱） 

松林豊（国際航業㈱） 

松下忠司（住友電工システムソリューション㈱） 

山口大輔（㈱建設技術研究所） 
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作業会の開催日 

第 1 回 2012 年 8 月 31 日（金）10：00～17：00 

第 2 回 2012 年 10 月 5 日（金）10：00～16：00 

第 3 回 2012 年 10 月 31 日（水）10：00～16：00 

第 4 回 2012 年 11 月 30 日（金）10：00～16：30 

第 5 回 2012 年 12 月 21 日（金）10：00～16：00 

第 6 回 2013 年 1 月 25 日（金）10：00～16：00 

第 7 回 2013 年 2 月 22 日（金）13：00～16：00 

第 8 回 2013 年 3 月 27 日（水）13：00～16：00 

 

以上 
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＜参考＞ 

1) 道路情報基盤活用委員会 2011 年度活動報告書（特定非営利活動法人 ITS 

Japan） 

http://www.its-jp.org/wp-

content/uploads/2011/08/649e3a605b419f980cb1abb0994b46e9.pdf 

2) 道路の区間 ID 方式（国土交通省国土技術政策総合研究所） 

http://www.nilim.go.jp/lab/qbg/rs_id_2.html 

3) 道路の区間ＩＤテーブル（一般財団法人日本デジタル道路地図協会） 

http://www.drm.jp/etc/roadsection.html 

4) 道路の区間 ID 方式表現ツール（一般財団法人日本デジタル道路地図協会） 

http://kukan-id.jp/IdSupport/top.htm 

5) ProjectZ NAVI de HANSHIN! 

http://navi-de-hanshin.jp/ 

6) 道路基盤地図情報（国土交通省国土技術政策総合研究所） 

http://www.nilim-cdrw.jp/pv_std.html 

7) 電子行政オープンデータ戦略（高度情報通信ネットワーク社会推進戦略本部

（IT 戦略本部）） 

www.kantei.go.jp/jp/singi/it2/pdf/120704_siryou2.pdf 

8) 県域統合型 GIS ぎふ（岐阜県） 

http://www.gis.pref.gifu.jp/index.php 

9) ふじのくに 静岡県公式ホームページ（静岡県） 

http://www.pref.shizuoka.jp/shisetsu/index.html 

10) 災害対応・支援を目的としたウェブサイト等の構築・運営における技術課題

に関する調査報告書（独立行政法人 情報処理推進機構） 

http://www.ipa.go.jp/osc/doc/201301_saigai_web-kadai_report.pdf 

 



- 45 - 

＜参考＞ TG2 報告書（オーソリティマップの検討） 
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委員会名簿 

ITS Japan 道路情報基盤活用委員会 

－2012 年度 委員名簿（組織名五十音順）－ 

委員長 ： 浜田 隆彦 
 

株式会社デンソー 情報通信事業部 情報通信技術企画室 
 担当課長 

委員  ： 大宮 達也 

 

朝日航洋株式会社 空間情報事業本部 
 東京空情支社 副支社長  計測コンサルタント部長 

委員  ： 大伴 真吾 

 

朝日航洋株式会社 空間情報事業本部 
 システム開発研究センター センター長 

委員  ： 末久 博行 

 

朝日航洋株式会社 空間情報事業本部 
 計測コンサルタント部 ITSグループ グループリーダ 

委員  ： 森 一夫 アジア航測株式会社 社会基盤開発センター 
顧問 

委員  ： 松井 晋 アジア航測株式会社 空間情報事業部 
ＭＭＳプロジェクト室 室長 

委員  ： 大貫 宏靖 市光工業株式会社 開発本部 研究開発部 
P2P3 プロジェクトチーム プロジェクトリーダー 

委員  ： 樋川 祐一 
 

インクリメント P 株式会社 コンテンツ部  
企画制作部 部長 

委員  ： 田中 淳 
 

株式会社オリエンタルコンサルタンツ ＳＣ事業本部 

関東支店 都市地域創生事業部門 交通技術部 部長 

委員  ： 竹平 誠治 株式会社オリエンタルコンサルタンツ ＳＣ事業本部 
 関東支店 都市地域創生事業部門 交通技術部 担当次長 

委員  ： 山口 章平 株式会社建設技術研究所 東京本社 情報部  
一級技師 

委員  ： 山口 大輔 株式会社建設技術研究所 道路交通部  
グループリーダ 

委員  ： 松林 豊 国際航業株式会社 企画部事業開発グループ  
事業開発担当チーフ 

委員  ： 松下 忠司 住友電工システムソリューション株式会社 
ソリューション事業本部 モバイルシステム事業部 営業部 
主席 

委員  ： 古野 豊起 

 

株式会社ゼンリン 第二事業本部 第二事業戦略室 

 担当部長 

委員  ： 林 康博 トヨタ自動車株式会社 IT・ITS 企画部 
調査渉外室 主任 

委員  ： 大崎 新太郎 株式会社トヨタマップマスター 開発部  
主幹 
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委員  ： 手嶋 英之 中日本高速道路株式会社 建設事業本部 
 次世代高速チーム チームリーダー 

委員  ： 浦 正勝 
 

西鉄情報システム株式会社 営業開発グループ 
部長 

委員  ： 野村 高司 
 

日産自動車株式会社 電子技術開発本部 
 ＩＴ＆ＩＴＳ開発部 主担 

委員  ： 江崎 智行 日本アイ・ビー・エム株式会社 ｵｰﾄﾓｰﾃｨﾌﾞｻｰﾋﾞｽ事業部 
自動車産業ﾋﾞｼﾞﾈｽ開発担当ｵｰﾄﾓｰﾃｨﾌﾞ・ｺﾝﾋﾟﾃﾝｼｰｾﾝﾀｰ推進部 
部長 

委員  ： 沼田 祐助 日本工営株式会社 社会システム事業部 統合情報技術部  

 課長補佐 

委員  ： 菊山 幸輝 日本工営株式会社 社会システム事業部 都市・交通計画部  

委員  ： 間地 信夫 
 

パーク２４株式会社 業務推進本部 
 担当部長 

委員  ： 大貫 公仁 
 

パイオニア株式会社 カー市販事業部 
 マルチメディア事業企画部 渉外担当部長 

委員  ： 市川 博一 

 
パシフィックコンサルタンツ株式会社 マネジメント事業本部 

交通政策部スマートモビリティ推進室 室長 

委員  ： 金木 大輔 パシフィックコンサルタンツ株式会社 マネジメント事業本部 

交通政策部スマートモビリティ推進室 チームリーダー 

委員  ： 市川 龍平 

 

株式会社パスコ システム事業部 ITS技術部 部長 

委員  ： 岩松  浩志 パナソニック株式会社 オートモーティブシステムズ社 
マルチメディア３ビジネスユニット 商品設計１グループ 
 主任技師 

委員  ： 小見川  清 
 

パナソニック株式会社 オートモーティブシステムズ社 
マルチメディア３ビジネスユニット 商品設計１グループ 
 主任技師 

委員  ： 柴田 明人 
 

パナソニック株式会社 オートモーティブシステムズ社 
マルチメディア３ビジネスユニット 商品設計１グループ 
 チームリーダー 

委員  ： 角田 政一 
 

日立オートモーティブシステムズ株式会社 CIS 事業部 
システムソリューション本部 主管技師 (‘12/11 迄) 

委員  ： 富沢 正之 
 

日立オートモーティブシステムズ株式会社 CIS 事業部 
システムソリューション本部コアシステム部 部長 
(‘12/11 より) 

委員  ： 原 智亨 
 

フォルクスワーゲングループジャパン株式会社 
東京技術代表部 マネージャー 

委員  ： 奥瀬 俊哉 株式会社ブロードリーフ ソリューション営業グループ 

ディレクター 
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委員  ： 藤井 一隆 ボッシュ株式会社 テクニカルセンター 
先端技術開発部 先端技術開発グループ 

委員  ： 中村 之信 
 

株式会社本田技術研究所 四輪Ｒ＆Ｄセンター  
８Ｇ１ 主任研究員 

委員  ： 中條 覚 
 

株式会社三菱総合研究所 社会公共マネジメント研究本部 
 モビリティ戦略グループ 主任研究員 

委員  ： 早川 玲理 株式会社三菱総合研究所 社会公共マネジメント研究本部 
 モビリティ戦略グループ 研究員 

委員  ： 中尾 昌史 株式会社三菱総合研究所 社会公共マネジメント研究本部 
 モビリティ戦略グループ 研究員 

委員  ： 竹中 憲郎 三菱電機株式会社  ITS推進本部ITS技術部  ITS技術第二課       

課長 

   

オブザーバー： 平城 正隆 
 

国土技術政策総合研究所 高度情報化研究センター 
 情報研究官 

オブザーバー： 重高 浩一 
 

国土技術政策総合研究所 高度情報化研究センター 
情報基盤研究室 室長 

オブザーバー： 今井 龍一 
 

国土技術政策総合研究所 高度情報化研究センター 
情報基盤研究室 研究官 

オブザーバー： 有賀 清隆 国土技術政策総合研究所 高度情報化研究センター 
 情報基盤研究室 交流研究員 

オブザーバー： 佐々木 洋一 国土技術政策総合研究所 高度情報化研究センター 
 情報基盤研究室 交流研究員 

オブザーバー： 村上 広史 
 

国土交通省国土地理院 地理空間情報部 部長 (‘12/09 迄) 

オブザーバー： 松村 正一 
 

国土交通省国土地理院 地理空間情報部 部長 (‘12/09 より) 

オブザーバー： 桑原 敏行 
 

財団法人日本デジタル道路地図協会 上席調査役 

オブザーバー： 石田 稔  財団法人日本デジタル道路地図協会 企画調査部 部長  

オブザーバー： 土居原 健 財団法人日本デジタル道路地図協会 研究開発部 部長 

オブザーバー： 有馬 伸広 
 

阪神高速道路株式会社 保全交通部 システム技術課 
 課長代理 

オブザーバー： 兒玉 崇 
 

阪神高速道路株式会社 保全交通部 交通企画課 
 主任 
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事務局： 大月 誠 
 

特定非営利活動法人 ITS Japan 普及促進グループ 常務理事 

事務局： 東條 吉博 
 

特定非営利活動法人 ITS Japan 普及促進グループ 理事 

事務局： 石毛 政男 
 

特定非営利活動法人 ITS Japan 普及促進グループ 部長 

 

計 56 者 

 


