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第1章 はじめに 

ITS Japan では、2007 年から 2010 年にかけて次世代デジタル道路情報委員会に

おいて、カーナビが走行支援サービスに進化するために必要となる道路情報の検討

を行い、利用する道路情報の精度、鮮度、網羅性が必須であることを明らかにした。

そして、精度、精度、網羅性の高い道路情報を入手するためには、道路管理者から

の道路情報の提供が不可欠であり、それを容易にするための手段として、道路の区

間 ID 方式、道路基盤地図情報の利用を提案し、関係者によりその具体的な整備が進

められることとなった。 
「ITS Japan 次世代デジタル道路情報委員会 2010 年度活動報告書」 
（http://www.its-jp.org/wp-content/uploads/2010/08/2010_jisedai_digital_houkokusyo.pdf） 

道路管理者が管理する道路情報を道路の区間 ID 方式を利用して公開することは、

道路情報の流通、相互利用が容易になるだけでなく、民間事業者や利用者が収集す

る道路情報も道路の区間 ID 方式を利用して公開することで、官民による道路情報の

相互利用が可能となる。 

そこで、ITS Japan では、これらの道路情報を、誰でもが容易に利用できる道路

情報基盤として位置づけることで、道路情報の公開、相互利用を容易にする仕組み

を提案した。 

道路情報基盤（道路の区間ID方式、高精度道路地図など）
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図  1-1 道路情報基盤 
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道路管理者、民間事業者、利用者は、それぞれ整備、収集した道路情報を道路情

報基盤として公開し、相互利用することで、提供するサービスの質を向上させるこ

とが可能となる。さらに、公開された情報を組み合わせることで、新たなサービス

の提供も可能となる。 

一方で、2011 年 3 月に発生した東日本大震災では、災害時こそ、この道路情報基

盤の仕組みが必要であることが明らかになった。 

震災後、ITS Japan は、各自動車メーカーのカーナビが収集するプローブ情報と

各道路管理者が提供する道路の通行止め情報を集め、「通行実績・通行止情報」とし

てホームページ上に公開し、被災者の避難だけでなく、被災者への支援に大きな効

果を発揮することができた。しかし、公開された「通行実績・通行止情報」は、ホ

ームページ上の地図を見て、各道路の通行の可否を判断する必要があり、カーナビ

等の各システムで利用するためには、さらなる作業が必要であった。 

これらの災害情報も道路情報基盤として公開することができれば、災害における

道路情報の相互利用も容易となり、災害時の対応能力を高めることができる。しか

し、災害時の仕組みは、平常時の利用があってこそ有効に機能するため、平常時の

道路情報流通基盤による道路情報の公開と利用を具体化することが、災害時への対

応を可能とすることができる。 

そこで、「道路情報基盤活用委員会」では、道路情報基盤の実現に向け「道路の区

間 ID 方式」、「道路基盤地図情報」の具体的な利用方法を検討し、道路情報基盤の構

築を加速化させることにする。 

本年度は、下記の活動スケジュールで進めることにした。 
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表  1-1 2011 年度の活動スケジュール 
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第2章 道路情報基盤の具体的利用方法の検討 

道路情報基盤を活用する上で、重要となるアイテムは以下である。 

・道路上の位置情報の共有化 

道路情報を利用する上で、その情報が道路上のどの位置の情報かは重要であ

り、道路情報を相互利用するためには、正確な道路上の位置情報を共有化で

きる手段が必要となる。 

・道路の詳細な地図 

事故を事前に回避するためには、道路上に存在する移動体の相対位置関係が

重要であり、道路上の位置関係を把握するためには、全ての移動体の位置を

プロットできる共通となる道路の詳細な地図が必要となる。 

2.1 道路の区間 ID 方式 

2.1.1 道路上の位置表現方法 

これまで、道路上の位置を表現する手法として様々な手法が採用されてきた

が、道路情報基盤として、道路情報を相互利用するためには、その課題は多い。 

次ページに、各道路上の位置の表現方法の特徴と課題を整理する。 
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道路上の位置表現方法 概要 利点 課題 

距離標 主に国道以上の道路では、道路を管理するた

め道路の端に道路起点からの距離を示した

距離標（キロポスト）が設置されており、道路

管理者は、管理する施設位置をこの距離を基

準に管理する。 

道路管理者が管理する施設や道路の状況を正

確に表現することができる。 

県道以下の道路（特に市町村道以下）では、距離標が整備されていないため、

道路上の位置を距離標では特定できない。 

距離標で整備された道路情報を利用するためには、利用者において距離標の

整備、メンテナンスが必要となる。 

座標（緯度経度） 道路上の位置を緯度経度で表現する。 

道路上の座標を特定するための手法として、 

・測量により道路上の座標を算出する。 

・背景とする地図上の位置から道路上の座標

を算出する。 

がある。 

特別な装置、仕組みを利用することなく、直接道

路上の位置を算出することが可能。 

・GPS 受信機を搭載した携帯端末 

・GIS、Web 地図 

算出された座標には誤差が存在すること。 

・GPS を利用する場合 

測位精度は、10m 

しかし、都市部ではマルチパスの影響で、測位精度は、100m に悪化 

・地図を利用する場合 

利用する地図の精度による。 

住所 住所を利用して道路上の位置を表現する。 住所はその土地に住むものにとって誰でもが理

解できる位置の表現方法であり、特別なツール

を利用することなく、位置を表現することができ

る。 

官が道路情報を提供する際の位置情報として利

用される。 

日本の住所は土地を基準とするため、土地の余地である道路には住所が設定

されていない。 

そのため、道路上の位置を住所で表現するためには、道路の近傍の住所を利

用して、住所＋「地先」と表現される。 

しかし、土地を基準として住所は、土地の利用状況、利用方法に左右され、道路

上の位置から住所を特定すること、住所から道路上の位置を特定するために

は、現地の状況を反映した住所データベースが必要となる。 

道路リンク 道路ネットワークのリンク ID を利用して道路

上の位置を表現する。 

道路ネットワークを基準とするため、道路上の位

置を正確に表現することができる。 

道路リンクを特定するための道路ネットワークが必要。 

情報を提供する側と利用する側で、利用する道路ネットワークが異なる場合、相

互のリンク ID の対応表の整備が必要となる。 

また、同じ道路ネットワークを利用する場合でも、道路ネットワークはメンテナン

スにより変化するため、常に 新の道路ネットワークに更新する必要がある。 

DLR （ Dynamic Location 

Reference）方式 

道路リンクの課題を解決する手法として、欧

州で DLR 方式が考案されている。 

DLR 方式では、リンク ID を規定するのではな

く、リンクの始点、終点ノードから道路リンクを

特定することで道路上の位置を表現する。 

道路リンクを始点、終点ノードの座標（緯度経度）

で表現することで、特定のリンク ID を利用するこ

となく、道路リンクを特定することが可能となる。 

道路リンクを特定するための道路ネットワークが必要となる。 

・利用する道路リンクの形状 

・上下線分離方法 

・道路リンクの分割方法 

・道路ネットワークの整備状況（道路リンクの精度、鮮度） 

が異なる場合、道路リンクが特定できない場合がある。 

表  2-1 道路上の位置の表現方法の特徴とその課題
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2.1.2 道路の区間 ID 方式 

以上より、道路上の位置を正確に伝達するためには、道路ネットワークのリ

ンク ID を利用する方法が有効であることが分かる。 

しかし、道路ネットワークは、その整備仕様、整備方法、メンテナンスによ

りリンク形状、リンク ID が変化するため、継続的に道路情報を利用するため

には、常に、 新の道路ネットワークに更新する必要があるが、道路情報を提

供、利用するすべての関係者が、それに対応することは容易ではない。 

その解決手段として DLR（Dynamic Location Reference）方式が開発され

ているが、上下線の道路が複雑に交差する都市や、道路ネットワークの整備状

況に差がある地方では、対象道路を正確に判断できないケースもある。 

また、道路ネットワークを利用しない仕組み、システムでは、DLR 方式を利

用するためには、新たに道路ネットワークの整備が必要となる。 

道路情報基盤が採用する道路の区間 ID 方式では、道路ネットワークを抽象

化することで、これらの課題を解決することになる。 

 

図  2-1 道路の区間 ID 方式 
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(1) ジオメトリとトポロジと道路ネットワーク 

空間データは、位置情報を持った点（ポイント）、点と点を繋いだ線（ライ

ン）、線で囲まれた面（ポリゴン）で現地の状況を表現したものである。 

 
出典：図解！これならわかる GIS はじめよう MapInfo 新田芙美子 

日本実業出版社 

図  2-2 空間データ 

空間データは、拡大／縮小、回転をしても、各ポイントの相対位置関係は変

化しないため、コンピュータの進化に伴い、様々なシーンで空間データが利用

されることになる。 

一方で、道路ネットワークは、道路の中心線をラインで表現し、交差点をラ

インの始点、終点とすることで、道路としての接続関係（トポロジ）を表現し

たものである。 
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出典：㈱パスコ HP より 

（http://www.pasco.co.jp/recommend/word/word040/） 

図  2-3 空間データのトポロジ 

道路ネットワークには、道路の形状（ジオメトリ）と道路の接続関係（トポ

ロジ）が格納され、目的地までの経路探索、経路案内サービスの提供が可能と

となり、カーナビの普及となった。 

 

図  2-4 道路ネットワーク 

しかし、道路の中心線は、道路形状から整備作業にて作られる仮想線である

ため、道路ネットワークの整備基準、整備方法により、その形状は、同じには

ならない。 
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図  2-5 道路ネットワークの違い 

また、道路上に新たな交差点が設置されると、道路ネットワークの道路リン

クは分割され、メンテナンスの有無によっても、道路ネットワークは異なるも

のとなる。 

 

図  2-6 道路ネットワークの更新 
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(2) 道路の区間 ID 方式 

そこで、道路の区間 ID 方式は、道路ネットワークにおいて、整備仕様、整

備状況により違いが生じることになるジオメトリを削除し、道路のトポロジの

みで道路上の位置を表現することにより、道路ネットワークの課題を解決する。 

 

図  2-7 道路ネットワークと道路の区間 ID 方式 

さらに、道路上に新たな交差点が出来た場合は、区間は分割せず、道路区間

の経由参照点とすることで、一度設定した道路の区間は、継続的に利用可能と

なる。 

その結果、道路の区間 ID 方式は、道路の変化に影響されにくい道路上の位

置参照方式となる。 
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表  2-2 道路の変化に対する影響
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さらに、道路の経路が変更されも、道路の区間の変更が無い限り、区間 ID
は変更しないようにすることで、不要な区間 ID の変化を抑制する。 

 

図  2-8 区間 ID の変化の抑制 

また、道路の区間 ID 方式では、道路管理者による利用を容易にするため、

道路管理者が道路上の位置を管理するために設置される距離標（キロポスト）

が道路区間上の経由路上参照点として整備される。 
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図  2-9 区間と参照点の設定例 

したがって、距離標を基準として管理される道路情報は、距離標が設置され

る道路の区間 ID と距離標の参照点 ID を利用することで、特別な作業をするこ

となく、その位置を道路の区間 ID 方式で表現することが可能となる。 

 

図  2-10 距離標を基準とする道路情報への道路の区間 ID 方式の利用 
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2.1.3 道路の区間 ID 方式の具体的な利用方法の検討 

道路情報基盤では、道路上の位置情報の共有化の手段として、道路の区間 ID
方式を採用することで、道路情報の相互交換が容易となり、その継続的な利用

が可能となる。 

そこで、具体的な道路情報において道路の区間 ID 方式の利用方法を検討す

る。 
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(1) 道路管理者が提供する道路情報における道路の区間 ID 方式の利用 

本節では、道路管理者他が提供するシステムや情報等から、現時点で流通して

いる道路情報や位置情報の表現方法を収集・整理し、道路の区間 ID 方式の利

用可能性について検討を行った。 

(1)－i  道路管理者の Web 公開情報 

各道路管理者が Web にて提供している情報について、以下の視点から抽出・

整理を行った。 

 ①対象：リンクレベルの小縮尺な位置表現を行っているシステム・データ 

 ②利用場面：平常時と災害時の利用を想定 
        ・平常時（渋滞、安全、環境、快適・利便、その他） 
         ・災害時（地震・台風・豪雪、雪・凍結、その他） 

③調査項目：以下の３つの項目を中心に整理 
        ・各場面で取り扱われている情報 
          →提供者、提供目的、提供路線 
        ・情報処理システムの概要 
          →利用場面、分類（ポイント、区間、方向別、エリア）、

位置情報の表現方法（緯度経度、住所、道路リン

ク）、データ概要 
        ・情報の送受信者双方が実施する作業 

 →入力・更新（体制、入力・更新方法）、利用（利用

者、利用方法、その他） 

これにより８種類のシステムが抽出され検討した。その結果、道路管理者が

提供するシステムにおいては、ある程度の工夫は必要ではあるが、道路の区間

ID 方式の導入は容易であると考えられる。 

これらの情報における位置情報の概要と道路の区間 ID 方式活用の可能性の

一覧 及び ８種類のシステムの概要を、以下の表に示す。 
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 分類 位置表現 主な留意点 区間 ID への変換 

道の駅 住所 番地等 住所での表現レベルにバ

ラツキ 

とるぱ 住所 市町村、丁目、番

地等 

撮影箇所によっては位置

特定が困難 

道路冠水想定箇所マップ 住所 丁目（箇所名もあ

り） 

交差部などで位置情報を

特定等必要 

道路情報板システム 住所 主に市町村 HP 上の地図に情報板の

位置がプロット済 

降雪・路面情報 

（ライブカメラ） 

住所 丁目、字 HP 上の地図のカメラ位置

がプロット済 

各システム内で位置表現のバラツ

キがあり機械的な変換は困難 

しかし、精度を高く位置が指定でき

れば利用価値高 

道路情報提供システム 区間 住所 住所での位置表現にバラ

ツキ 

渋滞情報提供システム 区間 VICS リンク 渋滞始点などの代表点利

用で対応可 

道路の走りやすさマップ 区間 DRM リンク 対象路線は市町村道、農

道、林道も含む 

２条線などで複数発生する候補位

置の処理ルールなどの区間 ID 方

式への変換ルールなど課題あり 

区間情報であるが代表点利用でも

十分な場合もあり 

表  2-3 道路情報における位置情報の概要と道路の区間 ID 方式活用の可能性 



19 

 
システム名 渋滞情報提供システム 

高速道路の渋滞情報・一般道路の渋滞情報 

提供者 国土交通省道路局 

提供目的・概要 ドライバに向けて、道路の渋滞情報をリアルタイムで提供。 

提供路線 高速道路、主要一般道路 

体制  入力・更新 

入力・更新方法  

利用者 道路利用者 

利用方法 高速道路の渋滞情報、一般道路の渋滞情報の HP へアクセ

ス 

利用 

その他 利用無料 

利用場面 渋滞 

分類 

（ポイント、区間、方向別、エリア） 

区間 

位置情報の表現方法 

（緯度経度、住所、道路リンク（地図）） 

道路リンク（VICS リンク） 

データ概要 通行止め、チェーン規制、事故等、渋滞、混雑、その他規

制、調整中 

 渋滞情報システムの表示例（関東地方・高速道路） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
出典：国土交通省 道路局 

表  2-4 渋滞情報提供システムの概要 
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システム名 道路情報管理システム 

提供者 各地方整備局 

提供目的・概要 道路利用者の適切な移動を支援するため、通行規制・道路気象

など広域の道路情報を地方整備局の Web 画面で提供。 

提供路線 高速道路、一般道路（国管理のみ） 

体制 地方整備局 入力・更新 

入力・更新方法 各種情報を道路台帳附図に関連付けて一元管理し、情報更新

のあった図面を差し替え 新の状態を維持（5～10 分間隔で更新） 

利用者 道路利用者 

利用方法 地方整備局の HP にアクセス 

利用 

その他 利用無料 

利用場面 渋滞 路上工事 事前通行規制 道路気

象 

分類 

（ポイント、区間、方向別、エリア） 

区間 ポイント ポイント ポイント 

位置情報の表現方法 

（緯度経度、住所、道路リンク（地

図）） 

道路リンク 
（詳細要確認） 

住所 住所 住所 

データ概要 事故、渋滞、

混雑の混雑

度等 

路線名 

起終点住所（番地） 

規制内容 

期間 

路線名 

起終点住所（字） 

規制条件 

現状 

一覧形

式 

 

道路情報管理システム表示例（関東地方） 

 

 

出典：国土交通省 関東地方整備局 
 

表  2-5 道路情報管理システムの概要 



21 

 

システム名 道路情報板情報システム 

提供者 東北地方整備局 

提供目的・概要 道路情報提供のため、道路情報板に表示されている

情報を提供。 

提供路線 国道 

体制  入力・更新 

入力・更新方法  

利用者 道路利用者 

利用方法 道路情報板情報の HP へアクセス 

利用 

その他 利用無料 

利用場面 交通安全 

分類 

（ポイント、区間、方向別、エリア） 

ポイント 

位置情報の表現方法 

（緯度経度、住所、道路リンク（地図）） 

住所（情報板の位置） 

データ概要 道路情報の表示内容 

 
道路情報管理システム表示例（関東地方） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：国土交通省 東北地方整備局 

表  2-6 道路情報板情報システムの概要 
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システム名 道路の走りやすさマップ 

提供者 北海道開発局 

提供目的・概要 道路網の整備水準の評価と、道路利用者の視点に立

った分かりやすい道路構造情報の提供、また観光交

通の支援や道路評価を目的とし、路線ごとに道路の

走りやすさをランク別に色分けして表示。 

提供路線 国道、道道、観光客が利用すると思われる主要な市

町村道 

体制  入力・更新 

入力・更新方法  

利用者 道路利用者 

利用方法 道路の走りやすさマップの HP へアクセス 

利用 

その他 利用無料 

利用場面 道路の走りやすさ 

分類 

（ポイント、区間、方向別、エリア） 

区間 

位置情報の表現方法 

（緯度経度、住所、道路リンク（地図）） 

道路リンク（DRM） 

データ概要 路線ごとに走りやすさを色分けして表示 

 

道路の走りやすさマップ表示例 

 
 

出典：国土交通省 北海道開発局 

 

表  2-7 道路の走りやすさマップ概要 
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システム名 北海道とるぱ 

提供者 北海道開発局 

提供目的・概要 北海道内の安全に駐車できる駐車場と、そこから歩

いて行ける撮影スポットがセットになった場所（フォト

スポット＆パーキングとるぱ）の情報提供を行う。 

提供路線 「とるぱ」のある路線 

体制  入力・更新 

入力・更新方法  

利用者 道路利用者、「とるぱ」の訪問者 

利用方法 北海道とるぱの HP へアクセス 

利用 

その他 利用無料 

利用場面 「とるぱ」の位置、駐車場の容量など 

分類 

（ポイント、区間、方向別、エリア） 

ポイント 

位置情報の表現方法 

（緯度経度、住所、道路リンク（地図）） 

住所、○交差点から□方向に△、マップコード 

データ概要 所在地、路線名、アクセス 

 

とるぱ表示例（北海道・清浜駐車場） 

 

出典：国土交通省 北海道開発局 
 

表  2-8 とるぱ概要 
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システム名 関東「道の駅」システム 

提供者 関東地方整備局 

提供目的・概要 関東地方内にある道の駅の位置と、各道の駅の詳細

情報を掲載。 

提供路線 国道、県道（沿いの道の駅を表示） 

体制  入力・更新 

入力・更新方法  

利用者 道路利用者、道の駅利用者 

利用方法 関東「道の駅」の HP へアクセス 

利用 

その他 利用無料 

利用場面 観光等 

分類 

（ポイント、区間、方向別、エリア） 

ポイント 

位置情報の表現方法 

（緯度経度、住所、道路リンク（地図）） 

住所 

データ概要 住所、電話、開設時間、休館日、主な設備 

 

関東「道の駅」システム表示例（埼玉県） 

 

 
 

出典：国土交通省 関東地方整備局 
 

表  2-9 関東「道の駅」システム概要 
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システム名 近畿道路冠水危険箇所マップ 

提供者 近畿地方整備局 

提供目的・概要 異常な集中豪雨時に冠水する可能性があるアンダ

ーパス部における事故防止を図るため、道路冠水箇

所を表したマップを提供。 

提供路線 国道、県道、市区町村道 

体制  入力・更新 

入力・更新方法  

利用者 道路利用者 

利用方法 近畿道路冠水危険箇所マップの HP にアクセス 

利用 

その他 利用無料 

利用場面 道路冠水危険箇所 

分類 

（ポイント、区間、方向別、エリア） 

ポイント 

位置情報の表現方法 

（緯度経度、住所、道路リンク（地図）） 

住所 

データ概要 危険箇所住所、路線種別、路線名、警察・消防連絡

先 

 

近畿道路冠水危険箇所マップ表示例 

 

 

出典：国土交通省 近畿地方整備局 

表  2-10 近畿道路冠水危険箇所マップ概要 
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システム名 東北地方 降雪・路面情報 

提供者 東北地方整備局 

提供目的・概要 一般国道の道路ライブカメラ画像と降雪情報を提供。 

提供路線 一般国道 

体制  入力・更新 

入力・更新方法  

利用者 道路利用者 

利用方法 東北地方 降雪・路面情報の HP へのアクセス 

利用 

その他 利用無料 

利用場面 気温、路温、降雪状況、路面状況、風向・風速 

分類 

（ポイント、区間、方向別、エリア） 

ポイント気象観測局の位置で計測 

位置情報の表現方法 

（緯度経度、住所、道路リンク（地図）） 

住所 

データ概要 気象観測局住所、気温、路温、降雪状況、路面状況、

風向 

 

東北地方整備局 降雪・路面情報表示例 

 

 
出典：国土交通省 東北地方整備局 

 

表  2-11 東北地方整備局 降雪・路面情報概要 
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(1)－ii  標識情報に関する利用可能性 

標識には様々な種類が存在する。本項では、これらの標識について、位置情

報の表現の観点から、①ポイント情報、②区間情報、③方向別情報に区分を行

った。以下にその整理結果を示す。 

 

 

 

 

 

出典：国土交通省 道路局 Homepage より 

図  2-11 標識情報 

 

 

 



28 

 

標識が設置された
道路と接続先の道
路の関係の情報を
提供

方向別情
報

標識が設置される
道路の区間の情報
を提供又は道路の
区間の情報

区間情報

路面標示標識の設置位置が
その標識が意味す
る情報の位置又は
道路情報の設置位
置が道路情報の位
置

ポイント
情報

代表例概要分類

標識が設置された
道路と接続先の道
路の関係の情報を
提供

方向別情
報

標識が設置される
道路の区間の情報
を提供又は道路の
区間の情報

区間情報

路面標示標識の設置位置が
その標識が意味す
る情報の位置又は
道路情報の設置位
置が道路情報の位
置

ポイント
情報

代表例概要分類

区間を示す標識

これらの標識との関係も重要

物理的な制限がある
箇所は一部ではあるが、
道路全体の通行が規
制される

路面標示

渋滞情報

路面情報

プローブ情報

 

表  2-12 位置情報からみた標識情報の分類例 

 

 

 

 

 

図  2-12 道路交通規制情報において求められる規制内容の表現      

（方向別情報の例） 
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また、標識には、上記の法令に基づく標識の他に、下記に示すような法定外

標識も多数存在する。こうした標識内容の表現方法についてもあわせて検討を

行っていくことが必要である。 

 

    

阪神高速の例 

図  2-13 法定外標識の例 
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(1)－iii  その他、活用が考えられる情報等 

その他、活用が考えられる情報として、気象および警察関係における地図情

報の提供事例を整理した。以下に、その概要を示す。 

 

(a)気象情報 

 
出典：国土交通省 関東地方整備局 

図  2-14 気象情報の表示例 
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(b)事故／犯罪発生マップ 

東京都、神奈川県、愛知県、三重県、茨城県などにおいては、事故／犯罪発

生マップが提供されている。以下にその概要を示す。 
 

システム名 都道府県警察 事故犯罪発生マップ 

提供者 犯罪発生箇所 

提供目的・概要 一般道路 

提供路線  

体制  入力・更新 

入力・更新方法  

利用者 地域住民 

利用方法 各警察の HP にアクセス 

利用 

その他 利用無料 

利用場面 犯罪発生マップ 交通事故発生マップ 

分類 

（ポイント、区間、方向別、エリア） 

ポイント エリア ポイント エリア 

位置情報の表現方法 

（緯度経度、住所、道路リンク（地図）） 

住所 住所 

データ概要 事故形態、頻度など 犯罪種類 

 

事故犯罪マップの例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表  2-13 事故／犯罪発生マップの例 

出典：警視庁 



32 

(c)交通規制 

京都府などにおいては、交通規制の情報提供が行われている。 

システム名 都道府県警察 

提供者 交通規制箇所 

提供目的・概要 一般道路 

提供路線  

体制  入力・更新 

入力・更新方法  

利用者 地域住民 

利用方法 各警察の HP にアクセス 

利用 

その他 利用無料 

利用場面  

分類 

（ポイント、区間、方向別、エリア） 

ポイント エリア 

位置情報の表現方法 

（緯度経度、住所、道路リンク（地図）） 

住所 

データ概要 規制区間の表示 

交通規制の例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
出典：京都府警察 

表  2-14 交通規制 
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(d) 車庫証明 

自動車の使用の本拠の位置（住所等）および自動車の保管場所の位置に関す

る情報の収集が行われている。 

 

図  2-15 車庫証明記載事項 

(e) 実況検分調書 

実況見分とは、日本の捜査機関が任意処分として行う検証である（犯罪捜査

規範 104 条）。実況見分は、犯罪や事故が起きた場所における犯人、被害者、

目撃者その他の位置関係や状況を明らかにする目的で、捜査機関（警察または

検察）が実施する。実況見分の結果は、実況見分調書として記録される。実況

見分調書は、文章だけでなく、図面及び写真を添付して作成される（犯罪捜査

規範 104 条 3 項）。 

実況見分においては、以下の情報が記載される。 
・一般的道路状況 

道路の種別.幅員.傾斜.勾配.カーブ.見通し状況.交通量など 
・路面、路肩の状況 
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舗装状況（湿潤.凍結など）.天候による影響など 
・法的規制の内容と各種道路設備等の設置状況 

高速度.駐停車禁止.一時停止.追越し禁止などの各種法的規制の内容 
横断歩道.センターラインなどの各種道路標示の有無 
信号機.ガードレール.歩道橋などの各種道路設備の有無とその設置状況 

・事故の痕跡 
事故現場のスリップ痕.擦過痕.血痕などの付着状況 
ガラス片などの散乱状況 
事故関係車の停止位置と損傷状況 
被害者の転倒位置など 
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(1)－iv  道路の区間 ID 方式を用いた道路情報の表現例 

前項までの調査結果より、道路管理者が管理する道路情報の位置情報は、点

（ポイント）、線、面（エリア）、方向別で表現されることが分かる。 
そこで、それぞれについて道路の区間 ID 方式による表現方法を検討する。 

(a) 点（ポイント）、線、方向別 
項目名 例 入力方法・条件 備考

位
置

バージョン 2203 任意（Null可） 距離を参照したオーソリティテーブルのバージョン

コンテンツ名 事故の発生箇所 任意（Null可） コンテンツの内容を説明

区間ID 526100001 必須 当該地点が含まれる区間ID
参照点ID 526100010 必須 当該地点までの相対距離を計測した参照点ID

区間の距離 1000 任意（Null可）* コンテンツ生成環境（DRM上等）での当該区間IDの距離
（単位：m）

起点側が交差する区間ID 526100002 任意（Null可） ランプの進行方向の起点がつながる路線（対象とするラ
ンプを表現するための情報）

終点側が交差する区間ID 526100003 任意（Null可） ランプの進行方向の終点がつながる路線（対象とするラ
ンプを表現するための情報）

方向フラグ 2 任意（Nullの場合は1と判断） １＝区間の起点から終点へ
２＝区間の終点から起点へ

距離 相対距離 150 必須 コンテンツ生成環境（DRM上等）での相対距離（整数）（単
位ｍ） （次ページ参照）

区間の端点から参
照点までの距離

50 必須 コンテンツ生成環境（DRM上等）での区間の端点から参照
点までの距離（整数）（単位ｍ） （次ページ参照）

左・中・右区分コード 1 任意（Nullの場合は2と判断） １＝左、２＝中、３＝右（方向フラグの向きに対して）
（オフセット距離があるにもかかわらず「2」と指定した場
合はエラー扱い）

オフセット距離 0 任意（Nullの場合は0と判断） 道路上の参照点から指定方向（左、右）の垂線を下ろした
距離（単位ｍ）

次レコードとの関係 1 任意（Nullの場合は1と判断） １＝1地点を示すデータであり、次レコードとの関係なし
２＝次レコードが区間の終点を示すデータ(次レコードが
同一区間ID内の地点の場合のみ適用可能)

項目名 例 入力方法・条件 備考

位
置

バージョン 2203 任意（Null可） 距離を参照したオーソリティテーブルのバージョン

コンテンツ名 事故の発生箇所 任意（Null可） コンテンツの内容を説明

区間ID 526100001 必須 当該地点が含まれる区間ID
参照点ID 526100010 必須 当該地点までの相対距離を計測した参照点ID

区間の距離 1000 任意（Null可）* コンテンツ生成環境（DRM上等）での当該区間IDの距離
（単位：m）

起点側が交差する区間ID 526100002 任意（Null可） ランプの進行方向の起点がつながる路線（対象とするラ
ンプを表現するための情報）

終点側が交差する区間ID 526100003 任意（Null可） ランプの進行方向の終点がつながる路線（対象とするラ
ンプを表現するための情報）

方向フラグ 2 任意（Nullの場合は1と判断） １＝区間の起点から終点へ
２＝区間の終点から起点へ

距離 相対距離 150 必須 コンテンツ生成環境（DRM上等）での相対距離（整数）（単
位ｍ） （次ページ参照）

区間の端点から参
照点までの距離

50 必須 コンテンツ生成環境（DRM上等）での区間の端点から参照
点までの距離（整数）（単位ｍ） （次ページ参照）

左・中・右区分コード 1 任意（Nullの場合は2と判断） １＝左、２＝中、３＝右（方向フラグの向きに対して）
（オフセット距離があるにもかかわらず「2」と指定した場
合はエラー扱い）

オフセット距離 0 任意（Nullの場合は0と判断） 道路上の参照点から指定方向（左、右）の垂線を下ろした
距離（単位ｍ）

次レコードとの関係 1 任意（Nullの場合は1と判断） １＝1地点を示すデータであり、次レコードとの関係なし
２＝次レコードが区間の終点を示すデータ(次レコードが
同一区間ID内の地点の場合のみ適用可能)  

表  2-15 点（ポイント）、線、方向別情報の道路の区間 ID 方式による表現方法の例 

本方式で位置表現する際に利用する各項目の関係を下図に示す。

とくに、近傍の参照点が「区間の端点」と「経由点」の場合の「相対距離」と「区間の端点から参照点まで
の距離」で表現する値に注意する。

相対距離は、近傍の参照点（経由点を含む）からの距離を利用する。

区間の端点から参照点までの距離は、近傍の参照点が区間の端点の場合はゼロになる。

近傍の参照点が
区間の端点の場合

近傍の参照点が
経由点の場合

区間の距離

区間の距離

※区間の端点から参照点までの距離

はゼロ

区間

相対距離、方向フラグ

区間の端点

区間

相対距離、
方向フラグ

区間の端点 経由点

区間の端点から
参照点までの距離

目標物

オフセット距離

区分コード（右）

オフセット距離

区分コード（右）

区間の端点

区間の端点

目標物

［補足］

 

 なお、複数の区間にまたがる線の情報は、区間毎に表現する。 
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(b)面（エリア） 

面情報に関しては、面に接する道路を区間 ID 方式で定義することで、それ

らの道路に挟まれたエリアを表現する。 

 

図  2-16 面（エリア）の道路の区間 ID 方式による表現方法の例 
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(2) GIS における道路の区間 ID 方式の利用 

(2)－i  GIS（地理情報システム）の概念 

GIS（地理情報システム）とは、地理的位置情報を手がかりに、位置に関す

る情報を持ったデータ（空間データ）とその情報に関連付けられた属性情報を

総合的に管理・加工し、視覚的に表示し、高度な分析や迅速な判断を可能にす

る技術である。 

また、ISO/TS19103 では地物（地理空間データの基本単位）は以下の 3 つの

属性情報から構成されると定義している。 

 
種別 情報項目 

幾何属性 

地理的位置情報をもった点、線、面データ

（幾何）と幾何のつながり関係を示す情報

（位相） 

時間属性 時間的な情報 

主題属性（属性データ） 
文字や数値情報（交差点名、道路名、建物

名など） 

表  2-16 地理空間データを構成する属性情報 

地図は回転楕円体の地球上の位置を平面に写像しており、座標系と投影法を

組み合わせて写像している。GIS ではこれを空間参照系といい、空間参照系に

合わせ空間データを地図上にマッピングすることができる。 

GIS では様々な空間データを組み合わせて使用することができ、高度な表現

が可能となる。 

(2)－ii  区間 ID 情報との関係 

道路の区間 ID 方式は、参照点と参照点から構成される道路の区間で表現さ

れる。参照点は位置情報（ジオメトリ）を持っており、GIS におけるポイント

データに該当する。しかし、道路の区間は参照点から構成され、参照点間の関

係性（トポロジ）だけを定義しているため、区間情報のみで GIS の位置を表現

することができない。 
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 特徴 

参照点 

・参照点は道路上に設けられる基準となる点。 

・交差点、距離標、県境、市区町村境、その他道路管理者が定める点。 

・一度設定されたら廃止されることがない。 

・属性情報に位置情報（ジオメトリ）を持つ。 

区間 

・起点参照点と終点参照点によって構成される。 

・経年変化によって区間が変更されることはなく、参照点が追加されるだけ。 

・区間は参照点間の関係性（トポロジ）を定義しており、形状は持っていない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表  2-17 道路の区間 ID 方式のデータ構造（参照点テーブル、区間テーブル） 

 

GIS で活用される位置参照方式では、座標による空間参照が基本となってお

り、地理識別子（住所等）による空間参照であってもその基本は座標である。 

道路の区間情報は、参照点間の関係性（トポロジ）を定義しており、形状

参照点テーブル 区間テーブル 
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（ジオメトリ）は持っていない。そこで、道路の区間 ID 方式を GIS 上で利用

する場合には、区間 ID と空間データを関連付ける位置情報が必要となる。 

 
図  2-17 道路の区間 ID 方式の GIS 上での利用 

(2)－iii  道路ネットワークを利用した区間 ID 情報の活用 

道路の区間は道路線形を持たないテーブルファイルであり、道路の区間 ID
方式を利用するにあたって、正確に道路線形との対応付けを行う必要がある。 

道路の区間 ID 方式のオーソリティテーブルは、財団法人日本デジタル道路

地図協会が作成し提供する道路ネットワークデータ（以下「DRM-NW」）に関

連付けられており、道路線形との対応付けに DRM-NW を利用することが効率

的となる。 

項目

区
間

基本情報 区間ID（エリアコード6桁＋シーケンシャルコード5桁）
起点路上参照点ID
終点路上参照点ID

属性(1) 路上参照点数×{路上参照点ID、起点からの距離｝

属性(2) リンク長

起点距離標
終点距離標
道路種別コード
路線総数×｛主道路判別フラグ、路線コード、路線名｝

対応DRMリン
ク

DRMバージョン番号
対応DRMリンク数×｛2次メッシュコード、基本道路リンク番号｝

路
上
参
照
点

基本情報 路上参照点ID（エリアコード6桁＋シーケンシャルコード5桁）
緯度
経度

属性 種別コード
路上参照点名称
距離標数×｛路線ID、距離標値｝

対応DRMノー
ド

DRMバージョン番号
対応DRMノード数×｛2次メッシュコード、基本道路ノード番号｝

項目

区
間

基本情報 区間ID（エリアコード6桁＋シーケンシャルコード5桁）
起点路上参照点ID
終点路上参照点ID

属性(1) 路上参照点数×{路上参照点ID、起点からの距離｝

属性(2) リンク長

起点距離標
終点距離標
道路種別コード
路線総数×｛主道路判別フラグ、路線コード、路線名｝

対応DRMリン
ク

DRMバージョン番号
対応DRMリンク数×｛2次メッシュコード、基本道路リンク番号｝

路
上
参
照
点

基本情報 路上参照点ID（エリアコード6桁＋シーケンシャルコード5桁）
緯度
経度

属性 種別コード
路上参照点名称
距離標数×｛路線ID、距離標値｝

対応DRMノー
ド

DRMバージョン番号
対応DRMノード数×｛2次メッシュコード、基本道路ノード番号｝  

表  2-18 オーソティテーブル 



40 

 

図  2-18 道路ネットワーク 

GIS 上で、正しい位置を指し示すためには、オーソリティテーブルに格納さ

れている DRM-NW の情報に基づいて道路形状を考慮した位置を示す必要があ

る。 

 

図  2-19 オーソリティテーブルと DRM-NW との関係図 

DRM-NW に対応したオーソリティテーブルは、DRM-NW＝区間 ID の関係

が明らかとなっているため、DRM-NW を GIS 上に組み込めば機械的に区間

ID の設定が可能となる。 
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図  2-20 オーソリティテーブルを利用したマップマッチング 

(2)－iv  DRM-NW を利用する場合の課題 

DRM-NW を利用することが効果的ではあるが、下記の課題があり、利用す

る際に対応が必要となる。 

(a)背景データとの整合 

GIS 上で利用している地理空間データは、システム毎に位置精度は異なる。

よって、背景（既存）データとの整合処理が必要となる。 

 
図  2-21 背景データとの整合 
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(b)相対距離の補正 

位置情報の精度が異なる場合に地物の相対距離も異なる。GIS 側での相対距

離の補正が必要となる。 

 

図  2-22 相対距離の補正 

(2)－v  区間ＩＤを利用する効果 

しかしながら、GIS と道路の区間 ID が関連付けられることで、異なる GIS
間で管理される情報（属性データ等）の交換が可能になる。 

 
図  2-23 異なるＧＩＳ間データ交換 

道路の区間 ID 方式により GIS 上で管理される情報が共有化されることによ

り、様々な利用用途が想定される。 

・災害情報の共有により、災害対策で状況把握に利用できる 
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・防災情報（冠水危険箇所など）の共有により防災対策に利用できる 

・気象情報の共有により、住民サービス、施設管理対策等に利用できる 

・交通規制、障害情報の共有により、住民サービス、施設管理対策等に利用

できる 

・道路の新規、更新情報の共有により、更新スピードが改善される 

・事故／犯罪情報の共有により、住民への情報提供サービス、防犯対策等に

利用できる 
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(2)－vi  GIS 活用事例 

前述したように、提供する情報と区間 ID を紐付けることで情報の受け渡し

（情報の提供や情報交換）が可能となる。 

ここでは、対象となる GIS 上に整備されたデータ（情報）と区間 ID が連携

することでどのような活用ができるかを示す。 

(a)施設管理情報 

 

【区間 ID 利用（案）】 

・公的な情報 

排水管などの排水能力を区間 ID と対応付けておくことで集中豪雨時の

危険経路の判定に活用するなど 

・民間情報 

電気、ガス、通信などのインフラは民間情報で公開が困難だが、区間 ID
などと紐付けておくことで災害時などの道路崩壊情報と組み合わせが容

易となり、補修対象が高い確率で把握可能となる。 

（施設管理とは） 

道路や上下水道などすべてのインフラ情報を位置情報と併せた管理をい

う。ライフラインやそれに附帯する設備等が数値データ化されており、それら

の位置関係はGIS上で正確に把握が可能となるデータ管理法である。 

 ex)上下水道、道路、水路、ガス、電気、民間施設など官民を問わず、すべ

ての空間データを区間IDと紐付けることにより、さまざまな状況下による

利用が可能。 
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出典：国土交通省ホームページより 

             http://tochi.mlit.go.jp/tockok/gis/gis/main4.html 

図  2-24 区間 ID とインフラ情報との紐付けによる情報管理 

【活用する為に必要な課題とその対応策】 

・公的情報と民間情報のデータベースの識別が必要。 

・平常時の情報公開の可否と非常時の提供情報の整理が必要。 

（むやみに大量の情報を流すのではなく必要 低限の情報を組み合わせて

提供することの検討）   

・平常時に情報が漏れると個人情報やテロなどの対象となる場合も想定さ

れるのでセキュリティ対策が必要。 

・平常時から非常時への切り替えの訓練などが必要。 

（平常時に利用できない情報が大量にある場合） 
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(b)防災、福祉、高齢化対策 

 

【区間 ID 利用（案）】 

標高データを区間 ID と紐付けておくと、地形と道路ネットワークとの関連

が容易となる。 
 ・例えばエコドライブなどに活用 

・標高と水位による浸水深の算出結果を区間 ID に、避難所の位置情報を参

照点 ID に紐付けると避難経路案内の誘導に利用可能である 

 

 
出典：国土交通省ホームページより 

             http://tochi.mlit.go.jp/tockok/gis/gis/main4.html 

図  2-25 区間 ID と地域情報・標高データなどの紐付け 

（防災、福祉、高齢化対策とは） 

土地の高低のデータ整備 

  ex)3次元表示が可能で洪水流路や土砂災害の予測が容易になる。 

人口データの整備・避難所の整備 

  ex)あるエリアの人口などが詳細に把握できるので、火災や地震時の避難

経路、救急車や消防車のルート、避難場所の選定等も迅速かつ適切

にできる。 

児童・高齢者・障害者の住居状況整備 

  ex)あらかじめ登録しておくことで避難時の誘導対策にもつながる。 
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【活用する為に必要な課題とその対応策】 

・ 終的に避難経路誘導を行うところまで実現する場合は、自治体のＧＩＳ

システム等から、道路の区間ＩＤを利用して保有情報が公開され、既存の

平常時に利用されている事業者等の経路案内システムにより、その情報が

活用され誘導がなされることが理想的である。 

・非常時においては、公共的な市民の命を救う視点で、事業者等より何らか

の方法で時限的にでも情報が避難必要者に提供されることが望まれ、その

ための仕組みづくりが期待される。なお、自治体による非常時の情報提供

については、個人情報が利用されることが想定されるため、災害後の個人

情報の取り扱いについて検討が必要である。 

一方で、避難所や災害情報を加味した避難経路案内が実現した場合、万が

一、経路案内システムによる誘導で被災した場合、その過失責任を問われ

る可能性もあり、情報を提供することに躊躇することになる。そこで、情

報の提供と利用のルールが必要となる。 
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(c)道路計画情報 

 

【区間 ID 利用（案）】 

・道路計画は減少傾向ではあるが行政側で予定の道路区間を区間 ID として

設定する仕組みが作れれば迅速な道路ネットワークの提供が可能となる。 

計画段階では、道路形状の詳細な表現が出来ないので VICS の暫定リンク

のような形になるが、どこが変化したかの情報が入手しやすい。 

※現在 VICS リンクは供用後が対象となっているので一般に情報が開示さ

れるのは数ヶ月後となるが、この情報入手であれば供用直後も可能になると

考えられる。 

 
出典：国土交通省ホームページより 

        http://tochi.mlit.go.jp/tockok/gis/gis/main4.html 

図  2-26 区間 ID と道路情報の紐付け 

（道路計画情報とは） 

測量や用地取得の円滑化の基礎データ。 

これまで筆界が曖昧なため、難航していた用地取得がスムーズになり、そ

れに伴う測量の手間や経費も大幅に削減できる。 

他の情報と重ね合わせれば、道路周辺の人口も即座に把握できるため、

防災上の問題等を考慮したきめ細かな道路計画が可能になる。 

ex)工事中道路が供用した状況をリアルタイムに情報提供することが可能と

なる。また、緊急時の工事中道路についても、走行可能なルートかといっ

た情報を設定しておくことで、緊急時の利用にも提供可能 

区間 ID 

参照点 
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【活用する為に必要な課題とその対応策】 

・道路計画、道路工事、道路管理と行政の担当部門はそれぞれ分離している

ことが多い。 

・平常時は道路管理部門に権限が移動した時点で道路は利用可能であり、災

害時は工事中道路でも道路は利用可能な場合も想定できる。 

・道路の計画・施工・管理の一連の情報と区間 ID とを精密に関連付けるこ

とも検討すべきである。 
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(d)その他（道路管理システム（ROADIS）） 

 

【区間 ID 利用（案）】 

・災害対策支援への活用 

道路管理システムは、下記図の通り道路、地形、道路地下埋設占用物が各

レイヤーで一元管理されている。そこに、区間 ID 情報を一つの管理レイヤー

として取り入れることにより、区間 ID 情報で提供される災害発生時の情報を、

各レイヤーの属性と関連付けることが出来、被害対象施設の把握や復旧対策

などの災害対策支援に活用することが出来る。 

 

出典：（財）道路管理センターHP より（http://www.roadic.or.jp/） 

図  2-27 道路管理システムイメージ 

「道路管理システム（ROADIS）」とは、財団法人道路管理センターが開発、

運営を行っている。道路、地形情報、道路地下埋設占用物が一元管理さ

れ、道路管理者および公益事業者が行う道路管理業務を支援するシステム

である。 
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(3) 住所→区間 ID への変換 

(3)－i  住所→区間ＩＤの活用場面 

住所で位置を表す情報（以下、住所方式の情報）は、路上工事、道路開通、

道路の供用開始、店舗情報など多岐に渡る。住所方式の情報の例を、下表に

示す。 

 
情報の種類 表現例 備考 

路上工事 路線：国道 1 号 

起点：東京都港区麻布台 1 丁目 

終点：東京都港区麻布台 1 丁目 

上下：下り 

国交省道路局道

路情報提供シス

テムの例 

道路開通情報 都道府県：茨城県 

路線名：主要地方道 竜ヶ崎阿見線 

対象区間：阿見町追原 

道路局ＨＰ 

道路開通情報 

道路の供用開始 

（公示） 

路線名二十三号 

供用開始の区間：愛知県額田郡幸田町大字

桐山字向山七番一から同町大字須美字東山

一六番二まで 

中部地方整備局 

公示 

事故 ｢○○町△丁目□番｣付近で事故発生  

通報・苦情 家の前の路上にごみが落ちている。住所は

｢○○町△丁目□番｣ 

 

店舗情報 ｢○○町△丁目□番｣にオープンしました。  

表  2-19 住所方式の情報の例 



52 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

図  2-28 供用開始の公示例 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図  2-29 規制の公示例 

 

住所→区間 ID への変換が可能であれば、これらの情報の利用が容易とな

り、様々なサービスでの活用が可能となる。 

・発災時の通行規制箇所を近隣住民、走行中のドライバに通知 
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・道路上の落下物の通報等を走行中のドライバに伝達  等々 

(3)－ii  住所→区間ＩＤへの変換方法 

日本の住所は、土地を基準とする街区方式を採用している。 

 

図  2-30 住所方式（日本） 

そこで、住所データは、街区の領域を示すポリゴンや、領域の代表点を示

すポイントデータとして整備され利用される。 

しかし、道路は街区の境界となる場合が多く、街区ポリゴンや、住所の代

表点データは道路外を示すことになるため、住所を利用して道路上の位置を

表現するためには、道路ネットワークを利用したマッチング処理が必要とな

る。 

 



54 

＊ ＊

＊

＊ ＊

＊ 1-9

2-3

2-52-4

2-2

3-1

＊ ＊

＊

＊ ＊

＊ 1-9

2-3

2-52-4

2-2

3-1

＊ ＊

＊

＊ ＊

＊1-9

2-3

2-5
2-4

2-2

3-1

＊ ＊

＊

＊ ＊

＊1-9

2-3

2-5
2-4

2-2

3-1

1-9

2-3

2-5

3-1

代表点を利用

街区ポリゴンを利用

区間ID方式に対応した道路ﾈｯﾄﾜｰｸと住所
データ（街区レベル）を重ね合わせる

対象道路の近傍にある代表点からの垂線
により、路上の位置（点）を求める

対象道路と街区ポリゴンの重なりより、
路上の区間始終点を求める

参照点

○m

参照点

○m
○m

街区レベル
位置参照情報DB

数値地図
2500

2-5

2-5

路上参照点からの
距離を求める

路上参照点からの
距離を求める

（街区ポリゴン利用の場合）

・ 道路全線にわたり、住所が求まる

・ 変換精度は、街区ポリゴンと道路ﾈｯﾄﾜｰｸの重なりに依存
（両者の位置精度の違いで、2-5が2-4となる可能性有）

・ 地先レベルはポリゴンは無いため、対応不可

緯度 経度 街区名

緯度 経度 街区名

（代表点利用の場合）

・ 住所に対応した道路上の位置を1点で代表する

・ 概ねの位置把握に使えるレベルだが変換は一意に行える

・ Ｌ字型の路線では２点求まる可能性があるため、別途対処
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座標 街区名
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座標列 街区名

124.54 20.52

・・・ ・・・ ○○町2丁目5番
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125.54 24.52 ○○町○丁目■番

座標列 街区名

124.54 20.52

・・・ ・・・ ○○町2丁目5番

126.81 21.02

 

図  2-31 住所の街区ポリゴン、代表点データから区間 ID への変換 

さらに、住所データには、下記の課題もある。 

(a)住所のレベル 

住所はその土地の利用の仕方により、様々なレベルで表現される。 も詳細

なレベルは、街区単位（「○○町△丁目□番」）であるが、その対象となるのは、

都市計画区域相当の地域に限定される。 

その他の地域は、大字・町丁目単位(「○○町△丁目」)のデータとなり、詳

細な位置特定は難しい。 

(b)住所の表記 

住所の表記方法の違いも機械処理をする上で課題となる。 

・住所の省略 

  ○町△丁目□番地 → ○町△－□、○町△の□ 

  ○町大字△字□ → ○町△□ 

・住所表示の揺れ 

  霞ヶ関・霞が関 三ツ木・三ッ木 
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  堀の内・堀之内・堀ノ内 竜ヶ崎・龍ヶ崎 

・行政変更による住所の変更 

  埼玉県浦和市 → 埼玉県さいたま市浦和区 

(c)複数の道路に面する住所 

角地などで、住所ポリゴンが複数の道路に面する場合、候補となる道路が複

数となり、その選定作業が必要となる。 

(3)－iii  住所を区間 ID へ変換するためには 

これらの課題に対応するためには、住所と道路の区間 ID 方式を対応づけ

るサービスの提供やテーブルの整備などが必要となる。しかし、これらの対

応テーブルやサービスを官だけで提供することは難しく、民間によるビジネ

スの展開も視野に入れた検討が必要となる。 

一方で、日本以外の各国においては、住所は道路を基準とするため、住所

から道路の区間 ID 方式への変換は容易であるといえる。 

 

図  2-32 住所方式（欧米） 
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(4) ナビ地図における道路の区間 ID 方式の利用 

(4)－i  ナビ地図での道路の区間 ID 方式の利用項目 

ナビ地図では、表示や検索に必要な背景地図、経路案内や経路誘導に必要な

道路ネットワークや標識などのデータを有している。加えて、背景地図には施

設情報など、道路ネットワークには交通規制などの多くの属性データを有して

いる。また、ナビ地図は、予め取り込んでいる静的情報以外に、渋滞情報や災

害情報などの動的情報を取り込んで表示できるようになっている。 

ナビ地図サプライヤは、これらのナビ地図データを整備するために、鮮度、

精度、網羅性を意識して、道路管理者、警察、民間等から、道路図面、規制情

報、施設情報等を入手し、地図上で位置特定した後に現地調査等による確認を

行い、その後、情報センタにナビ地図データを提供する。情報センタでは、車

載機の地図データのバージョン管理や地図データの差分更新など煩雑な管理を

余儀なくされている。 

このようなナビ地図への道路の区間 ID 方式の利用項目として、以下のもの

が想定される。 

(a)静的情報 

・道路基盤地図情報----開通前道路情報、完成道路図面など 

・標識情報-----案内標識、警戒標識、規制標識など 

・路面情報-----路面ペイント、車線レーンなど 

(b)動的情報（ＶＩＣＳ情報以外） 

・交通情報-----渋滞、通行止め、通れた道路など 

・災害情報-----道路の災害・損傷による通行止めなど 

(c)静的情報と動的情報の中間的な情報 

・特定期間の道路通行止め情報（年末年始の参拝時、イベント開催時など） 

・災害時の道路復興までの期間通行止め情報 

(4)－ii  ナビ地図における道路の区間 ID 方式利用時の利点 

道路の区間ＩＤ方式を利用した際の利点について以下に示す。 

①各社で作成しているナビ地図では、精度や表示が異なっており、同じ緯
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度・経度でも各社のナビ地図上では異なった位置を示すことがある。道路

路の区間ＩＤ方式では、各社での区間ＩＤや参照点 ID を各社の地図上で特

定できるので、道路の区間ＩＤ方式の利用により各社地図データの交換が

容易になる。 

②通信ナビやスマートフォンなどの普及が加速し、情報センターからの鮮度

の高い地図情報、交通情報等の提供のニーズが高まっている。しかし、静

的情報については、その情報が住所・地番や、異なった地図上の緯度・経

度等の場合があり、情報取得後の位置特定に時間を要することがある。道

路の区間ＩＤ方式による道路情報や施設情報により、位置特定が容易にな

り、より鮮度の高い情報提供が可能となる。また、地図メーカでの整備負

担軽減、情報センタでの地図データ管理負担軽減となる可能性が高い。 

③道路施設や道路標識は距離標からの相対位置で管理されており、距離標は

道路の区間 ID 方式の参照点として整備されるので、道路の区間 ID 方式を

利用することで、道路管理者からのデータとの親和性が高くなり、道路施

設や標識を精度良く取り込むことが可能となる。 

④道路の区間ＩＤ方式の利用によりＧＩＳや防災関連システムとのデータ交

換も可能となるので、ＧＩＳ用途や防災コンテンツ等との複合で、ナビ地

図のビジネス拡大に繋がる。 

(4)－iii  道路の区間 ID 方式のナビ地図への取り込み 

道路の区間 ID 方式の区間 ID、参照点 ID、区間リンク長は、DRM 地図と関

連付けされているので、各社のナビ地図の道路リンクや交差点ノードに、属性

として取り込むことで対応が可能となると思われる。道路の区間 ID 方式の情

報を各社地図に取り込む際の負担は大きいが、一度情報を取り込んでしまえば、

容易に位置特定が可能となる。 

複雑な JCT 等については手動での修正が必要となると思われるが、大部分の

道路ネットワークについては、区間 ID の割付ツールを作成すれば、路線の開

始点、終了点、及び参照点をその緯度経度から自動的に割付け、その後、区間

ID を自動的に割付ることが可能と思われる。 

(4)－iv  ナビ地図への道路の区間 ID 方式の取り込み及び利用時の課題 

道路の区間 ID 方式はトポロジなので、ナビ地図上の 2 条化路線、複雑な

JCT での設定基準が必要である。一例を、下図に示す。 
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図  2-33 2 条化路線の区間ＩＤ方式の取り込み例  

現状の道路の ID 区間方式では、複雑な JCT の周辺の位置特定が困難であり、

また、道路から離れた位置特定の場合には、各社地図によっては、ずれが大き

くなる恐れがある。 

道路の区間 ID 方式を現状のナビ地図データベースに取り込む際に、各地図

メーカーでは経済的負担が大きい。そのため、道路管理者や警察から提供され

る情報が、道路の区間 ID 方式による提供がされるなど、何らかの動機付けが

必要と思われる。 

  この4 つのノードを 
同じ参照点ID とする 

 2条化路線 Ａ 

 2条化路線 Ｂ 
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(5) 道路の区間 ID が設定されない道路上での位置表現方法 

(5)－i  概要 

異なる地図データ間で地物等の位置を特定する手法が位置参照方式

（Location Referencing）である。 

異なる地図データ間では、地図の作成環境（精度、鮮度も含めた）が異なる

ため、地物の経緯度絶対座標値をそのままそれぞれの地図上に投影しても、異

なる地図間では同じ位置を指し示すとは限らない。 

この異なる地図データ間で同一の位置を指し示す手段として位置参照方式が

ISO17572（TC204：Location Referencing）、 ISO19148（TC211：Linear 
Referencing）として標準化されている。 

道路の区間 ID 方式は、前記の ISO17572 の中で規定している Pre-Coded 方

式に基づいた位置参照方式であり、区間 ID が定義されている道路上、もしく

は路側に存在する地物等に対する位置の特定を想定している。 

しかし、道路の区間 ID は、全ての道路区間に設定されるものではないこと

から、区間 ID が設定されていない道路上や、道路以外の場所に存在する地物

の位置を特定するための区間 ID を用いた表現方法について整理した。 

(5)－ii  地物等の表現方法 

実世界における地物等の表現方法としては、点、線、面、体で表現できる。 

道路の区間 ID 方式で想定している位置特定表現形式は、ポイント表現（点）、

道路上の区間表現（線）の 2 種類で表現されている。 

このため、道路上の点形状及び道路に沿った区間形状は、道路の区間 ID で

直接位置を特定できる。 

面形状、体形状に関しては、道路の区間 ID 表現でそれぞれの基準位置を規

定し、面形状、体形状の属性情報として、形状データを格納することで位置及

び形状を表現する必要がある。 

(5)－iii  道路区間 ID が設定されていない道路の位置表現方法 

(a)対象道路区間の両端点が道路区間 ID を設定している道路と接続している場合 
 位置情報は区間 ID の若番側の道路の区間 ID での対象道路の接続位置を

設定する。 
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 コンテンツの先頭に反対側路線の区間 ID での対象位置を設定する。 
 次に対象道路区間の区間距離を設定する。 
 次に若番側の端点からの対象地点(又は区間)までの距離を設定する。 
 次に反対側の端点からの対象地点（又は区間）までの距離を設定する。 
 以上で道路区間 ID が設定されていない道路区間の点情報位置及び区間

情報位置が定義できる。 
 この位置情報指定の後にコンテンツ内容を記述する。 
 道路区間 ID が存在しない本道路区間の反対側位置指定を含めたコンテ

ンツ内容定義はメタデータで記述する。 

 

図  2-34 対象道路区間の両端点が道路区間 ID を設定している道路と接続し

ている場合 

(b)対象道路区間の片端点のみが道路区間 ID を設定している道路と接続してい

る場合 
 位置情報は区間 ID 上での対象道路の接続位置を設定する。 
 コンテンツの先頭に設定位置に接続している対象道路が真北に対してな

す角度を設定する。 
 次に設定区間 ID 位置に接続している端点から対象地点（区間の始点）

までの距離を設定する。 
 次に設定区間 ID 位置に接続している端点から対象地点（区間の終点）

までの距離を設定する。 
 以上で道路区間 ID が設定されていない道路区間の点情報位置及び区間



61 

情報位置が定義できる。 
 この位置情報指定の後にコンテンツ内容を記述する。 
 道路区間 ID が存在しない本道路上の位置指定を含めたコンテンツ内容

定義はメタデータで記述する。 

 

図  2-35 対象道路区間の片端点のみが道路区間 ID を設定している道路と

接続している場合 

(5)－iv  道路上に存在しない位置表現方法 

道路の区間 ID を用いて道路上に存在しない地物の位置を表現するに当って

は、一義的に定義可能な地物は点情報のみを想定する。 

線情報、面情報、体情報に関しては、点情報として特定された基準点からの

オフセット座標値で形状を表現するものとし、メタデータでコンテンツ内容を

定義する。 

(a)道路上に存在しない地物（点）の位置情報の設定 
 位置情報は対象地物に 近傍の区間 ID が定義された道路上の 近傍参

照点 ID の存在する位置を設定する。 
 コンテンツの先頭に対象地物から区間 ID 上で設定した参照点 ID 位置ま

での直線距離を設定する。 
 次に参照点 ID 位置と対象地物がなす角度（地物が真北の位置のときを 0
度とし、時計回りの角度）を設定する。 
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 以上で、道路上にない地物の点情報位置が定義できる。 
 この位置情報指定の後にコンテンツ内容を記述する。 
 道路上に存在しない地物の位置指定も含めたコンテンツ内容定義はメタ

データで記述する。 

 

図  2-36 道路上に存在しない位置表現方法 

(5)－v  道路の区間 ID（サブ区間 ID）を新たに設定して実現する位置表現方法 

２０１１年度末時点では、オーソリティテーブルとして提供される道路の区

間 ID は、道路種別が県道以上の道路となっている。 

市町村道以下の道路についての位置表現の方法として、県道以上の区間 ID
と同様の定義で新たに設定したサブ区間 ID を用いて表現する。 

サブ区間 ID の設定に当っては、区間 ID コードを新たに規定して県道以上の

区間 ID と区別できる ID を設定することを考える。 
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図  2-37 道路の区間 ID（サブ区間 ID）を新たに設定して実現する位置表現方法 

道路の区間 ID テーブル標準においては、区間 ID はエリアコード（5 桁）＋

シーケンシャル ID（5 桁）で定義することとなっている。また、区間 ID の表

現方法は、数字/英字（大文字）/英字（小文字）で表現することとなっている。 

エリアコードは JISX0410 に準拠した 2 次メッシュコードを設定することと

なっているため、エリアコード部分では、公的に制定された区間 ID とサブ区

間 ID を弁別することは出来ない。しかしながら、シーケンシャル ID（5 桁）

には数字、英字（大文字、小文字）が使用できることから、5 桁の先頭桁（

上位桁）に英字（詳細は別途規定）を割り当てサブ区間 ID とする。また、参

照点 ID に関しても区間 ID と同様にシーケンシャル ID の 5 桁の先頭桁（ 上

位桁）に英字を割り当てサブ参照点 ID とする。 

なお、現状の県道以上で整備した区間 ID は、シーケンシャル ID に英字は使

用されていない。 

(a)サブ区間 ID の定義方法の例 

公式に定義されず、ローカルに定義するサブ区間 ID に関しては、シーケン

シャル ID の 5 桁の先頭桁を識別子として英字（A～z）を用いることとする。 

サブ参照点 ID においても、シーケンシャル ID の 5 桁の先頭桁を識別子とし

て英字（A～z）を用いることとする。 

英字の大文字、小文字を識別子として用いることで、52 グループまでの独立

したサブ区間 ID 及びサブ参照点 ID を定義することが出来る。 
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(b)サブ区間 ID の管理方法（案） 

サブ区間 ID は、公式に制定され一元管理されたサブ区間 ID 及びサブ区間参

照点 ID の区間 ID とは異なり、公式に制定されていない道路に対して、区間

ID を必要とするグループが独自に制定するものとなる。 

このため、同一道路区間を異なるグループが別々に設定する可能性も出てく

る。 

異なるグループにおいて制定したサブ区間 ID が重複しないために、サブ区

間 ID 制定における識別子の運用を次のようにするものとする。 

サブ区間 ID 及びサブ参照点 ID を定義するグループ毎に 52 文字のうちの１

文字を使用するものとし、使用する英字に関しては、道路区間 ID を維持管理

する機関（現状では DRM）に登録申請する。維持管理機関は申請のあったグ

ループの識別子が重複しないように管理するものとする。 

また、サブ区間 ID を制定したグループは、制定したサブ区間 ID データベー

スを、維持管理機関を通じて一般公開することを原則とする。 

維持管理機関は、公開されたサブ区間 ID データベースを区間 ID データベー

スにマージするとともに、速やかに一般公開することで、他グループでの重複

制定を回避させ、公的区間 ID の拡充を効率的に進めるようにするものとする。 
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2.1.4 道路情報基盤と道路の区間 ID 方式 

今までの検討結果をまとめると以下となる。 

(1) 道路の区間 ID 方式の利用 

道路情報は、各道路管理者によりそれぞれの管理帳票や管理システムで管理

され、その詳細位置の交換は、背景地図（ジオメトリ）を通して行うことにな

り、道路情報を相互交換するためには煩雑な作業が必要となる。 

 
図  2-38 位置参照方式に関連する技術相関マップ（現状） 

※ 唯一、VICS は、DRM リンクを利用した VICS リンクを定義し、

VICS リンクテーブルを持つカーナビは、道路管理者が収集・提

供する交通情報（渋滞情報、規制情報）を直接利用することが可

能である。しかし VICS リンクは DRM リンクの更新と供に変化

するため、継続的に利用するためには、カーナビの地図、VICS
リンクテーブルの定期的な更新が必要となる。 

 

そこで、道路の区間 ID 方式を採用することで、それぞれの管理帳票や管理

システムで管理される道路情報の位置情報は、ユニークでパーマネントな ID
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で定義される道路の区間と区間上の相対位置として表現され、相互交換とその

継続的な利用が可能となる。 

 

図  2-39 位置参照方式に関連する技術相関マップ（将来） 

道路の区間 ID 方式では、道路上にある距離標が道路区間上の経由参照点と

して整備され、現地で道路施設を管理する道路管理者は、今までの管理手法を

変えることなく、道路の区間 ID 方式を利用してその位置を開示することが可

能となる。 

さらに、GIS 等の地図システムを利用して管理される道路情報も、道路の区

間 ID と紐付いた道路ネットワーク（DRM リンク）を利用することで、その位

置を道路の区間 ID 方式へ変換することが可能となる。 

また、道路ネットワークを利用するナビ地図や VICS においても、各道路リ

ンクと道路の区間 ID の関係を整備することで、道路の区間 ID 方式で定義され

た道路情報の利用、道路ネットワーク上に整備された道路情報の公開が可能と

なる。特に、VICS リンクについては、道路の区間 ID は DRM リンクと紐付い

ており、その変換は容易である。 

以下に、各道路情報における道路の区間 ID 方式の具体的な利用方法を整理

する。 



67 

道路情報 管理者 管理状況と公開方法 道路の区間 ID 方式の利用方法 

道路施設 道路管理者 

道路標識 道路管理者 

道路施設、および、道路上に設置される道路標識は、それぞれ

の管理帳票、図面で管理される。 
その道路上の位置は、道路上に設置された距離標からの相対位

置で管理される。 
情報を公開するために図面に整備し直すケースもあるが、その

ための作業が必要であり、その作業は 1～数年ごとにまとめら

れた作業となるため、公開される情報の鮮度は高くない。 

道路の区間 ID 方式では、道路上に設置される距離標の位置が経由参照点とし

て整備されるため、距離標を基準に管理される各道路施設の位置情報は、距離

標の参照点 ID と相対距離で表現することは可能。 
また、都市高速等では、橋脚の位置を基準として各施設の位置を管理する場合

もあるが、道路上に設置される距離標と橋脚位置の対応が明らかになってお

り、距離標の参照点 ID と相対距離により、その位置情報を表現することは可

能。 

交通規制（静的情報） 警察 信号機、規制標識等は各都道府県警察本部、所轄警察署で管理

台帳にて、信号機、標識ごとに管理され、その設置位置は、

様々な背景地図が利用される。 
そこで、情報を公開する際、その道路上の位置は住所にて表現

されるが、住所では道路上の詳細な位置を表現することは難し

く、「・・地先」とし、概略な位置表現となる。 

交通規制の設置情報は、公安委員会により告示されるが、その際、その設置位

置の情報は住所で表現される場合が多い。 
住所から道路の正確な位置を特定することは難しく、各都道府県警察本部や所

轄警察で管理される管理情報を利用する等の手段が必要となる。 

路面標示 道路管理者 路面標示の情報は、工事の完成図として管理されるため、その

情報が公開されることは少ない。 
路面標示の詳細な情報は、道路の区間 ID 方式で表現することは難しい。 
しかし、道路の工事図面から作られる道路基盤地図情報には、路面標示を格納

することは可能であり、道路の詳細形状と共に提供することで、その利用は可

能となる。 

渋滞情報 

交通規制（動的情報） 

工事情報 

道路交通情報管理

センター 

VICS 

渋滞情報、交通規制情報（動的情報）、工事情報は、VICS セ

ンターに集められ、VICS リンクにて公開される。 
VICS リンクは DRM リンクを通して、道路の区間 ID 方式への変換可能であ

り、これらの情報を道路の区間 ID 方式で表現することは可能。 

路面情報 道路管理者 道路管理者は、路側にセンサやカメラを設置し、路面状況を監

視し、道路情報板等を利用して路面情報を公開する。 
センサ、カメラにより収集される路面情報の位置は、監視するセンサ、カメラ

の位置となる。路側に設置されるカメラやセンサは、道路施設として管理され

るため、その設置位置は、距離標が基準となり、路面情報の道路上の位置を道

路の区間 ID 方式で表現することは可能。 

プローブ情報 民間 プローブ情報は、各自動車メーカーで各社の道路ネットワーク

上で管理される。 
各社は道路の区間 ID 方式で提供される道路情報を利用するためには、道路の

区間 ID 方式を各社の道路ネットワークへ変換する手段を構築する必要があ

る。そこで、その仕組みを利用することで、各社の道路ネットワーク上の管理

されるプローブ情報を道路の区間 ID 方式で表現することは可能。 

表  2-20 道路情報における道路の区間 ID 方式の利用方法
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(2) 道路の区間 ID 方式の整備 

現在、道路の区間 ID 方式は、DRM 協会が中心となり、その整備が進められ

ており、2011 年の 11 月末には、県道以上の道路のオーソリティテーブルが公

開された。（DRM 協会 HP：http://www.drm.jp/etc/roadsection.html） 

 

表  2-21 整備が完了したオーソリティテーブルの概要 

今後は、道路の新設、廃止に合わせメンテナンスが進められることになる。 

また、道路の区間 ID 方式の利用を促進するためのツールの開発も進められ

ている。 

 

図  2-40 道路の区間 ID 方式の利用を促進するためのツール 
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2.1.5 道路の区間 ID 方式の今後の課題 

(1) 市町村道以下の道路の区間 ID の整備 

今回、道路網の骨格となる県道以上の道路の区間 ID が整備されたことによ

り、県道以上の道路について、区間 ID 方式の ID にて道路上の位置を特定でき

るようになった。 

道路の役割は、下記であり、県道以上の道路のオーソリティテーブルが整備

されたことで、幹線道路以上の道路について、道路上の位置を正確に交換する

ことが可能となった。 

 
出典：国土交通省 

図  2-41 道路の役割と各延長距離 
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市町村道以下の道路については、それぞれ ID テーブルを作成し、県道以上

の道路のオーソリティテーブルと連携させることで、道路上の位置を網羅的に

定義することが可能となる。 

 

図  2-42 市町村道以下の道路の区間 ID の整備 
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ID テーブルが整備されていない道路についても、2.1.3 の道路の区間 ID 方

式の具体的な利用方法の検討で示したように、ID テーブルが整備された道路を

基準とすることで、道路上の位置の特定は可能となる。 

 

図  2-43 市町村道以下の道路の道路上の位置の特定 

 

したがって、市町村道以下の道路については、一度に全ての道路の ID テー

ブルを整備する必要はなく、各道路の管理者が、必要なところから順次 ID テ

ーブルを整備、公開することで、その利便を享受することが可能である。 

 

図  2-44 道路幅員ごとの延長距離（国土交通省 道路統計年報 2011 より） 
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(2) 区間 ID の変換サービス 

2.1.3 の道路の区間 ID 方式の具体的な利用方法の検討で示したように、GIS
で管理される道路情報において、その位置を道路の区間 ID 方式で表現するた

めには、道路の区間 ID 方式と紐付いた道路ネットワーク（DRM-NW）が必要

となる。 

 
図  2-45 地図上の位置（緯度・経度）から道路の区間 ID 方式への変換 

しかし、道路ネットワークに紐付いた道路ネットワークを利用するには、各

利用システムに道路ネットワークを組み込み、定期的にメンテナンスする（

新の道路ネットワークに差し替える）必要がある。さらに、道路ネットワーク

を利用するためには、その利用料も必要であり、道路情報を整備、管理する道

路管理者にとっては負担が大きい。 

そこで、道路管理者が容易に道路の区間 ID 方式を利用できる仕組みの開発

も必要となる。 
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(a)電子国土の利用 

国土地理院は、誰でもが利用できる背景地図として電子国土を提供する。 

 
出典：国土地理院 

図  2-46 電子国土 Web システムのしくみ 

 

出典：国土地理院 

図  2-47 背景となる地図データの特徴 

そこで、電子国土に、DRM-NW がレイヤとして組み込まれれば、電子国土

上で整備された空間情報の位置情報を、道路の区間 ID 方式へ変換することが

可能となる。 
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(b)クラウドサービスの利用 

道路管理者は、管理する道路の情報のみが必要であり、道路の区間 ID を利

用するための道路ネットワークも、管理する道路の道路ネットワークが利用で

きればよい。たとえば、道路の区間 ID からその道路の道路形状（道路ネット

ワークの形状点列情報）を提供するサービスをクラウドサービスとして提供す

ることで、道路管理者は、道路情報を管理するシステムを変更することなく、

道路の区間 ID 方式を導入することができる。 

 

図  2-48 道路の区間 ID 方式の利用サービスの例 
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2.2 道路基盤地図情報 

交通事故の大半は、交通が交差する交差点で発生する。 

 

出典：警察庁交通局｢平成２３年中の交通事故の発生状況｣ 

図  2-49 交通事故の発生場所 

交差点で発生する事故を回避するためには、交差点を走行する車や歩行者の位置

関係を正確に把握する必要がある。 

道路の区間 ID 方式は、道路上の位置をトポロジで表現することで、道路上の相対

関係（位相関係）を正確に表現することができるが、道路が交差する交差点ではト

ポロジが安定しないため、交差点は一つの参照点に縮退され、交差点における位置

関係（相対関係）を表現することはできない。 

そこで、交差点における詳細の位置を表現するため、交差点上の詳細位置（ジオ

メトリ）を表現できる詳細な道路地図が必要となる。 

国土交通省国土技術政策総合研究所（国総研）は、整備を進める道路工事の際の

工事完成図の電子納品データを利用した道路基盤地図情報の整備を進める。 
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出典：国土交通省国土技術政策総合研究所 

図  2-50 道路基盤地図情報 

道路基盤地図情報は、その精度と鮮度から、交差点上の詳細位置（ジオメトリ）

の表現に適した道路地図であるが、道路の工事の際に作成される図面から作成され

るため、その利用が可能となるのは、道路工事が行われ、工事完成図が電子納品デ

ータとして提出された道路に限られることになる。したがって、道路工事が行われ

ない既存の道路については道路基盤地図情報が整備されないことになる。 

今後、道路の詳細情報を利用する ITS サービスを具体的に想定することで、その

利用方法を検討し、道路情報基盤における道路基盤地図情報の役割を明らかにする

必要がある。 
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第3章 ITS サービスの活用検討 

「ITS Japan 次世代デジタル道路情報委員会」では、今後、自動車で必要となる

サービスとして走行支援サービスにおける具体的なサービスから、下記に分類した。 

 
分類 サービス概要 

注意喚起 
道路を走行する上で注意すべき様々な情報をドライバに提

供し、注意を喚起する。 

道路に設置される制限速度情報や、道路上に発生する渋滞

情報は、その代表的な例であり、すでに情報提供サービス

が実用化されている。 

また、高齢者は、情報の見落としを原因とする事故が多く

なる傾向があり、ドライバの特性に合わせた注意喚起情報

の提供が必要となる。 

協調システム 
協調システムは、交差点等の交通が交差する場所におい

て、道路と車、車と車が通信システムを利用して情報を交

換することで、交差点等の通過時の安全性を高める。 

・路車協調システム 

道路に設置された検出装置により車両、歩行者の存在

を検出し、路上に設置された通信システムから走行す

る車両に、対向車両、歩行者の情報を伝達すること

で、注意を喚起する。 

・車車協調システム 

車同士がその位置情報を直接、通信することで、相互

の位置関係を把握し、通行の安全を確保する。 

安全運転支援 

ASV（Advanced 

Safety Vehicle） 

カメラやレーダー等の車載センサを搭載し、車両の状況を

直接把握し、ドライバに注意喚起をしたり、ブレーキ等を

直接制御したりすることで、車両の走行安全性を高める。 

特に、衝突被害軽減ブレーキは、その効果から期待が大き

いシステムの一つである。 

移動支援サービス 
目的地までの移動手段を、自動車だけに頼るのではなく、

様々な移動手段を利用できる環境に優しい移動環境を提供

する。 

表  3-1 ITS サービスの分類 
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カメラ、レーダーの低価格化と画像処理技術の向上により、カメラ、レーダーを

利用する自律型の安全運転支援システムが低価格化なものとなり、その普及が進ん

でいる。特に、今まで、その信頼性の確保が難しかった、前方車両への追突を防止

する衝突被害軽減ブレーキも、各社で搭載が進んでいる。 

特に、大型車では、追突による大きな事故が発生しており、国土交通省は、大型

車両への自律型の安全運転支援システムの搭載に対し、助成金を支給する支援制度

を設けている。 

安全運転支援システム 補助対象車種 助成金額 

衝突被害軽減ブレーキ ・車両総重量 8 トン以上のトラック 

・バス 

・ふらつき注意喚起装置 

・車線逸脱警報装置 

・車線維持支援制御装置 

・車両総重量 8 トン以上のトラック 

・バス 

・タクシー 

車両横滑り時制動力・駆動

力制御装置 

・車両総重量 8 トン以上のトラック 

・バス 

装置購入に係る総

費用の 1/2 を補助 

（1 車両あたり

100,000 円を上限） 

出典：国土交通省 
表  3-2 先進安全自動車（ASV）導入に対する支援（平成 24 年度） 

一方で、2011 年 3 月 11 日に発生した東日本大震災により、災害時こそ道路情報

の連携が重要であり、災害情報の連携を可能とする道路情報基盤の具体化を急ぐ必

要があることが明らかとなった。 

Acura Collision mitigation brake system (auto braking) 
Audi Braking guard w/Pre Sense (auto braking), Braking guard 
BMW Collision warning system (auto braking) 
Cadillac Forward collision alert 
Chrysler Forward collision warning 
Dodge Forward collision warning 
Ford Collision warning with brake support 
Hyundai Pre-collision warning 
Infiniti Forward collision warning (auto braking) 
Jaguar Forward alert 
Jeep Forward collision warning 
Land Rover Forward alert 
Lexus Pre-collision system, advanced pre-collision (auto braking for both) 
Lincoln Collision warning with brake support 
Mercedes-Benz Distronic Plus (auto braking), Distronic 
Porsche Forward collision warning 
Rolls Royce Forward collision warning 
Toyota Pre-collision system (auto braking) 
Volvo Collision warning with auto brake (auto braking) 
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3.1 走行支援サービスにおける利用方法の具体化 

道路を利用する上で負の要素である交通事故、さらには、死亡事故の削減、撲滅

は、道路の利用者だけでなく、道路を管理する関係者にとって も重要な課題であ

る。 

警察庁がまとめる平成 23 年の交通事故の原因を見ると、交通事故の主な原因は、

運転者の不注意であり、運転に必要の情報の見落としであったことが分かる。 

 

 

出典：警察庁交通局｢平成２３年中の交通事故の発生状況｣ 

図  3-1 交通事故の発生原因 

運転支援システムにより、運転者に適切な情報の提供、注意喚起を行うことがで

きれば、これらの交通事故のかなりの件数を削減できたのではないかと思われる。 

また、国土交通白書によると、人口の高齢化に伴い、高齢者が第 1 当事者となる

交通死亡事故が増加している。 
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出典：国土交通白書 

図  3-2 高齢者の交通事故の増加 

さらに、交通事故総合分析センターの報告書によると、高齢者の身体的な特性か

ら、若者に比べ、情報の見落とし、不注意により事故が増加する傾向があるとの報

告もある。 

  

出典：交通事故総合分析センター「人的要因からみた長寿ドライバーの交通事故の特徴」 

図  3-3 交通事故原因と運転者の年齢 

つまり、今後、運転者の高齢化は、交通事故の増加の可能性でもあり、交通事故

を削減するためには、運転者への適切な注意喚起が重要となる。 
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ITS の新たなサービスとして、開発とその実用化が進められている安全運転支援

システムでは、運転者への様々な注意喚起情報を提供することになる。 

3.1.1 注意喚起情報の提供 

自律型システムの普及は、車両周辺に発生する様々な状況の検出を可能とし、

運転者への的確な注意喚起や、車両への積極的な介入を可能とする。 

 

システム 概要 センサ 車両への介入 

前方車両追突警告 先行車との車間距離が

詰まったとき、警報により

ドライバに回避操作を促

し追突を予防する 

前方カメラ 

レーダー 

ブレーキ操作 

シートベルトのロ

ック 

車線逸脱警告 不注意により車線を逸脱

又はその可能性があると

きドライバに注意を促す 

前方カメラ 

後方カメラ 

各車輪のブレー

キ制御による車

両のコントロール 

後方車両接近警告 後方から接近する車両、

死角を走行する車両を検

知し、その存在を警報す

る 

後方カメラ 

サイドカメラ 

各車輪のブレー

キ制御による車

両のコントロール 

駐車支援 駐車時の周辺状況を検

知し、接近を警報する 

後方カメラ 

超音波センサ 

ステアリング、ブ

レーキ制御 

表  3-3 自律型の安全運転支援システムの概要 

しかし、自律型システムでは、車に搭載されたカメラやレーダー等のセンサ

を利用するため、状況を把握できるのは、車両の周辺に限られるため、突発的

に発生する事象には対応できない場合がある。 

そこで、路上に設置された情報収集装置（路側センサやカメラ）により検出

された情報を、その道路を走行する車両に提供することで、自律システムが検

出する情報と路上装置が収集する情報を利用して（Sensor Fousion）、危険な

事象を総合的に判断し、注意喚起を行うことが可能となる。 
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種類 システム 

信号情報提供支援 

一時停止規制見落とし防止支援 

出会い頭衝突防止支援 

合流支援 

路面状態・気象情報提供支援 

危険箇所走行支援 

路車協調 

走行規制箇所走行支援 

交差点等衝突防止支援 

追突防止支援 

協調型追従走行支援 

車線変更・追越し時支援 

車車協調 

緊急車両対応支援 

表  3-4 協調システム 

道路の区間 ID 方式は、車載機システムや各路上システムが検出する様々な

事象の道路上の位置の相対関係（各事象の路上における位相関係）を正しく表

現することができ、各事象の情報の相互利用を可能とする。 

 
図  3-4 道路情報の相互利用 
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3.1.2 交差点における情報提供 

一方、交差点においては、様々なシステムが、交差点を行き交う車、歩行者

の存在の検出し、その存在を把握することは、交差点における通行の安全性を

確保する上で重要となる。 

 

図  3-5 交差点における車両、歩行者の検出 

しかし、交差点においては、様々な車、歩行者がそれぞれの意図で行動を行

うため、その検出の漏れ、誤判断は、事故の発生原因ともなる。そこで、各シ

ステムにより検出される各車、歩行者の位置情報を道路基盤地図情報を利用し

た交差点の詳細な地図上に展開し、その相対位置関係を把握することで、危険

な事象の発生を予測することができ、さらに、自律システムと連携させること

で、交差点の走行の安全性を確保することが可能となる。 
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図  3-6 交差点における位置の把握 

 

 

しかし、自律型安全支援、協調システムの車載機は、新車への搭載が前提と

なるため、その普及は、自動車の買い換え需要が基本となる。 

自動車検査登録情報協会によると、現在登録されている乗用車の平均使用年

数は、12.43 年であり、その年数は、年々増加する傾向にある。 
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出典：自動車検査登録情報協会 

表  3-5 自動車の平均利用年数 

したがって、自律型安全運転支援、協調システムが普及し、交通事故の削減

に対し十分な効果を発揮するには、10 年以上の時間を要することになる。 
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一方で、カーナビの普及と進化により、運転者は、様々な情報を車載機で利

用することが可能となった。しかし、VICS（FM 多重）や情報センターから提

供される情報は、原則的には広域な情報であり、路面状況のように、局所的で、

かつ、時間と共に変化する情報については、必ずしも、必要とする運転者に、

適切にその情報が提供できているとは言えない。 

そこで、整備が進む ITS スポットを利用し、道路管理者が道路の状況から、

運転者への注意を喚起したい項目を注意喚起情報として、その道路を走行する

運転者のみに直接提供することができれば、運転者は、道路の状況を事前に、

かつ、適切なタイミングで知ることができ、危険を回避することが可能となる。 

つまり、ITS スポットを戦略的に利用することで、自律型安全運転支援、協

調システムが本格的に普及するまでの時間を補完することが可能となる。 
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3.2 災害情報の共有化 

3.2.1 災害情報の現状認識 

地球の温暖化による異常気象の影響は、日本各地で集中豪雨を引き起こし、

その発生回数は、年々増加している。 

 

出典：気象庁 

図  3-7 ゲリラ豪雨の発生回数 

また、台風の大型化により、その被害も広範囲に及ぶようになった。 

IPCC の第 4 次評価報告書によると、 

「広範なモデル予測によれば、現在進行中の熱帯域の海面水温上昇に伴っ

て、将来の熱帯低気圧（台風及びハリケーン）の強度は増大し、 大風速

や降水強度は増加する可能性が高い。」 

とある。 

さらに、東日本大震災により、さらなる巨大地震の可能性が高まっており、

特に、東海・東南海・南海地震は、いつ発生してもおかしくない状況になって

おり、その対応を急ぐ必要がある。 
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出典：中央防災会議 

図  3-8 中央防災会議が検討対象とする大規模地震 

そこで、 近の災害事例からその課題を明らかにし、道路情報基盤の役割を

明らかにする。 
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日付 災害事例 概要 明らかになった課題 対応策 検討内容 

2008 年 8 月 16 日 栃木県鹿沼市にお

ける集中豪雨 
栃木県鹿沼市の東北自動車道高架下の市道

で、集中豪雨で冠水した高架下に軽自動車が

水没し、ドライバが死亡する事故が発生。事

故を目撃した通行人が、警察へ通報するが、

同時刻に他の道路でも冠水事故が発生してお

り、職員が他の現場の情報と誤認し、救助作

業が遅れ、ドライバが死亡する事故となっ

た。 

・想定を超える集中豪雨では、ドライ

バーの安全を確保する施設、体制は十

分機能しない。 
・災害発生場所の位置情報の精度は、

生死を分けることにもなる。 

・冠水危険箇所の予測 気象情報と道路情報（道路形

状、冠水地点情報等）を利用

した冠水危険箇所の予測方法

の検討 

2009 年 8 月 9 日 台風 9 号による集

中豪雨 
台風 9 号の豪雨により、兵庫県作用町の町内

が浸水する。その時、作用町を走る中国自動

車道上の雨量が危険レベルを超えたため、

NEXCO 西日本は中国自動車道の通行止めを

実施したため、中国自動車道を走行する車両

が作用町に流入し、犠牲者となった。 

・縦割りの組織の連携不足は、総合的

な判断を困難とし、結果として現場の

混乱を招くことになる。 

・災害情報の組織間の連携 道路情報基盤を利用した災害

情報の交換、相互利用の仕組

みの構築 

【災害時/平常時ハイブリッド情報

システム委員会で検討】 

2011 年 3 月 11 日 東日本大震災 東日本を襲った地震と津波は、東北の道路を

壊滅状態にし、道路情報を収集する路上感知

器も大規模な停電により、その機能を失な

い、道路を利用して避難者や、被災地へ支援

に向かう支援者に、必要な道路情報を提供す

ることができなかった。 

・官民による災害情報の共有 
 

災害発生時に官民により収集

される道路情報の具体的な共

有方法・利用方法の検討 
・道路管理者が収集する通行

止め、規制情報 
・警察が設定する規制情報 
・民間が収集するプローブ情

報 2011 年 9 月 2 日 台風 12 号による

集中豪雨 
台風 12 号は、紀伊半島を中心に豪雨をもた

らし、紀伊半島の山間部の道路を寸断するこ

とになった。紀伊半島はその地形的な特徴か

ら、迂回路は少なく、道路網が成立しなくな

った。 

・大規模災害時、一つの組織で全ての

災害情報を把握することは困難。 
・時間の経過と共に、収集される災害

情報の精度・鮮度は変化する。 

・災害情報の精度・鮮度の明確

化 
時間の経過と共に変化する災

害情報の精度と鮮度の現状を

調査し、その具体的な共有、

利用方法の検討 

表  3-6 近の災害事例
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3.2.2 道路冠水危険箇所の警告について 

道路冠水危険箇所とは、道路や鉄道などの下をくぐり抜けるように通ってい

る箇所（アンダーパス部）など、周辺地盤より道路の高さが局部的に低くなっ

ている箇所をいう。 

近年、台風や異常な集中豪雨の多発により道路冠水危険箇所が冠水し、車両

が水没する事故が各地で多発しており、一部では死亡事故も発生している。 

この道路冠水危険箇所においては、流れ込んだ雨水を道路外に排出するため

のポンプ施設等を有している箇所もあるが、局地的な大雨により、降雨量がポ

ンプや排水路の排水能力を超えた場合には冠水が発生する。こうした箇所では、

周辺地盤より高さが低いため、相当な深さで冠水する恐れがある。 

各地方整備局や地方自治体では、豪雨時に必要な措置を迅速かつ適切に行う

観点から、該当する箇所の把握と道路管理者間、所轄警察、消防等の関係機関

で箇所情報を共有するために「道路冠水危険箇所マップ」を作成している。更

にこのマップは、地域の方々に危険となる可能性がある箇所を知っていただく

ことを目的として公表され、豪雨時の通行にあたっての注意喚起が行われてい

る。 

また、各自治体としても道路情報板・注意喚起看板の未整備箇所については

整備を急いでいるが、設備予算の兼ね合いもあり、市町村道エリアの冠水危険

箇所まで手が回っていないのが実態である。そのような市町村道エリアで冠水

事故が多く発生しているのが現状であり、解決を急がないといけない課題を抱

えている。 

そのような状況下、検討する内容として気象情報と道路情報（冠水地点情報

等）を利用した冠水危険箇所の警告方法の検討を進めることで、災害時の情報

共有がよりスムーズに行え、未然に事故が防げると考えられる。 

例えば、カーナビゲーションの地図データベースにあらかじめ道路冠水危険

箇所を収録しておき、平常時においては必要な情報ではない為、非表示にして

おくが、集中豪雨等の気象情報が発令あるいは感知された場合に、該当地区の

道路冠水危険箇所を表示し、接近警告を行なうなどの仕組みが考えられる。 

更に、万が一、冠水箇所に入って動けなくなった時の救助要請に際して、箇

所名を伝達するための当該アンダーパス名称をカーナビで表示することも考え

られる。 
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              出典：国土交通省 近畿地方整備局 

図  3-9 道路冠水危険箇所マップ 

道路冠水危険箇所の情報収集にあたっては、通常時は冠水が見られないこと

とアンダーパス部の設備や排水能力の違い、周辺地形の高低差、地下水脈の状

況など複雑な要素が関係してくると思われる為、民間が行う通常の地図調査

（目視確認、車載カメラ、車載計測センサ等でのデータ収集）での特定は難し

いと思われることから、官からの情報展開が必要となる。 

道路冠水危険箇所の情報展開の方法としては、下記の理由から道路の区間Ｉ

Ｄ方式のメリットが活かされるのではないかと考えられる。 

１．危険箇所の特定は、民間では難しい為、官からの情報提供が求められる。 

２．新設道路や道路改良に伴う、危険箇所の変化情報をいち早く展開できる。 

３．生命に関わる情報の為、一定の品質（精度、鮮度等）を保つ必要がある。 
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道路冠水危険箇所への道路情報板・注意喚起看板の設置、「道路冠水危険箇

所マップ」での注意喚起、カーナビゲーション等を利用したリアルタイムな情

報発信など痛ましい事故を防ぐための効果的な取り組みを求められている。 
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3.2.3 官民による災害情報の共有 

大規模な災害が発生すると一つの組織で全ての災害情報を把握することは困

難であり、東日本大震災ではいかに情報を共有するかが課題となった。特に道

路に関する災害情報は被災者の避難、救助活動、復旧支援活動など、災害発生

直後から様々な場面で非常に重要な情報であり、これらの情報を共有化するこ

とで被害を 小限に食い止め、支援活動の迅速化、効率化を図ることができる。 

(1) 官が収集・提供する道路情報 

道路に関する災害情報はこれまで主に道路管理者、交通管理者が収集、提供

してきた。これらの情報を以下に示す。 
 

区分 主体 サービス内容 情報項目 位置情報 

道路情報板 

※表示する情報をインター

ネット、道の駅等の情報端

末でも提供する 

通行止情報、規制

情報、路面状況（積

雪 、 凍 結 、 路 面 温

度、雨量）等 

・住所、提供位置か

らの距離等 

道の駅等の情報端末 通行止情報、規制

情 報、 CCTV 画 像

等 

・路線名と住所また

は KP 

道路情報システム（インタ

ーネット） 

通行止情報、 ・路線名、起点住所

と終点住所 

国土交通省

（国道） 

大規模災害時の記者発表

等 

通行止等による規

制区間の速報情報 

・路線名、起点住所

と終点住所 

自治体の交通規制情報（イ

ンターネット） 

規制情報（工事、災

害等） 

・路線名、地名また

は KP 

道路冠水想定箇所マップ 冠水危険個所情報 ・住所 

単
体
情
報 

地方自治体 

（ 県 道 、 市

道） 
ハザードマップ 洪水、内水、高潮、

津波、土砂災害、火

山等のリスク情報 

・地図によるエリア

情報 

日本道路交

通情報センタ

ー（JARTIC） 

道路管理者、交通管理者

から収集した情報の提供

（インターネット等） 

通行止情報、規制

情報、渋滞情報等 

・路線名と起点 IC、

終点 IC 

集
約
情
報 

国土交通省・

地方自治体 

被災情報広域マップ 

※平成 23 年の台風 12 号

による被災時に、三重県、

奈良県、和歌山県の道路

規制情報を HP 上で集約・

提供 

通行止情報、規制

情報等 

・各情報提供サイト

による 

表  3-7 災害時に官が収集・提供する道路情報 
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(a)道路情報板 

国道等では走行中の道路利用者へ情報提供は道路情報板を用いており、災害

情報、規制情報、路面の状況（積雪、凍結、路面温度等）を提供している。提

供される情報は現在地点からの距離や住所等で提供されている。なお、インタ

ーネットおよび道の駅等の情報端末を介して提供される情報を確認することが

できる。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

出典：「静清維持ジャーナル」国土交通省中部地方整備局 静岡国道事務所静清国道維持出張所 

図  3-10 道路情報板表示例 

(b)道の駅等の情報端末 

道の駅等ではリクエスト端末を用いて、気象情報、災害情報、規制情報等を

提供している。また、雨量規制区間等においては CCTV 映像により走行予定箇

所の道路状況、気象状況を事前に確認することも可能であり、CCTV 映像はイ

ンターネットでも容易に確認することが出来る。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

出典：国土交通省 中部地方整備局 浜松河川国道事務所 

図  3-11 CCTV 画像による情報提供例 
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(c)道路情報システム（インターネット） 

国土交通省では道路情報提供システムを通じて国道の規制情報、気象情報、

渋滞情報等を提供している。提供される情報は主に住所等で表現されている。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図  3-12 道路情報システム 

(d)大規模災害時の記者発表 

大規模災害発生時には通行止め情報（箇所一覧表および箇所図[PDF]）が国

土交通省 HP 上に公開される。公表される情報は主に住所となっている。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

出典：国土交通省 東北地方整備局 
図  3-13 大規模災害時の記者発表例 

出典：国土交通省 
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(e)交通規制情報 

地方公共団体が管理する道路に関しても国道と同様に規制情報等をインター

ネットで提供している。提供される情報は住所または KP で表現されることが

多い。 

 
出典：新潟県 

図  3-14 地方公共団体による交通規制情報提供例（新潟県） 

 

 

(f)道路冠水想定箇所マップ 

各地方自治体では、局地的な大雨により冠水する可能性がある箇所を「道路

冠水想定箇所マップ」として、道路利用者へインターネットで情報提供を行っ

ている。提供される情報は住所で表現されている。 
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出典：三重県 
図  3-15 道路冠水想定箇所マップ（三重県） 

(g)ハザードマップ 

各地方自治体では洪水、内水、高潮、津波、土砂災害、火山に関してのハザ

ードマップの整備を進めており、国土交通省でも各地方自治体のハザードマッ

プ情報の共有、検索できる「ハザードマップポータルサイト」として整備、構

築を行っている。 

 
出典：国土交通省 ハザードマップポータルサイト 

図  3-16 道路冠水想定箇所マップ 
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(h)日本道路交通情報センター 

財団法人 日本道路交通情報センター（JARTIC）では、交通管理者（都道府

県警察本部）や道路管理者（国土交通省、道府県土木部等、高速道路会社等）

から収集された情報を統合し、道路利用者への提供している。渋滞情報と共に

工事情報や通行止情報も提供しており、通行止情報は起点・終点 IC 名で提供

されている。 

また、これらの情報は、財団法人  道路交通情報通信システムセンター

（VICS センター）を通じて、通信・放送メディアを用いてカーナビ等へ提供

されている。 

 

出典：VICS センター 

図  3-17 交通情報の収集と提供の流れ 
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出典：JARTIC 

図  3-18 インターネットでの情報提供画面 

 
出典：VICS センター 

図  3-19 カーナビ等への情報提供画面イメージ 

また、JARTIC では災害内容に適した情報提供手法の開発を目指し、規制情

報と交通渋滞の提供を行うパイロットシステムを作成し、期間限定で試験運用

を行っていた。なお、このシステムでは岐阜県・愛知県・三重県の各県警及び

道路管理者等（国土交通省・中日本高速道路（株）・名古屋高速道路公社・岐
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阜県・愛知県・三重県・名古屋市等）から収集した情報のうち、主なものを５

分周期で提供していた。 

 
出典：JARTIC 

図  3-20 パイロットシステム 
 

 
出典：JARTIC 

図  3-21 パイロットシステム（詳細画面） 
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(i)被災情報広域マップ 
広域な範囲での災害時には国・県の道路規制情報を集約し、インターネッ

トを通じた情報提供を行っている。平成 23 年の台風 12 号による被災時には、

三重県、奈良県、和歌山県の道路規制情報を一時的に集約し、「被災情報広

域マップ」として提供した。 

 

出典： 

 中部地方整備局 HP（http://chubu-its.jwabosai.jp/tuukoudome/index2.html ） 

 三重県 HP（http://www.douro.pref.mie.jp/index.php ） 

 奈良県 HP（http://www2.wagamachi-guide.com/naradouro/index.asp?dtp=1 ） 

 和歌山県 HP（http://www.pref.wakayama.lg.jp/doro/HP01_Map_All.html ） 

図  3-22 台風１２号に伴う災害時の「被災情報広域マップ」 
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(2) 民間が収集・提供する道路情報 

(a)プローブ情報 

情報通信環境が安価に提供されるようになったことを背景に、近年では民間

事業者が様々な情報を収集するようになった。特に、車両や移動端末等の位置

情報（プローブ情報）を収集することで、インフラ整備を行わずとも道路情報

を得られるようになった。災害発生時はこれらの情報を共有化することでより

官だけでは不足する情報を補う（情報項目、網羅性[時間・空間]、鮮度等）こ

とができる。民間事業者が収集するプローブ情報の例を以下に示す。 

 
区分 サービス主体 サービス名称 収集する情報の概要 

トヨタ自動車 G-BOOK 

日産自動車 CarWings 

自動車メーカ 

本田技研工業 Internavi 

パイオニア スマートループ カーナビメーカ 

クラリオン オンライン交通情報探索 

車両に搭載したカーナ

ビの位置情報 

ナビタイムジャパン NAVITIME 

ゼンリン いつも NAVI 

ユビークリンク 全力案内 

ケータイナビサ

ービス 

Google GooglMap ナビ 

携帯電話の位置情報

等 

富士通 スペーシオウル 車両端末や携帯等か

ら収集る位置情報等 

ASP サービス

事業者 

日立オートモーティブ

システムズ 

日立交通情報センター タクシーにより収集され

る位置情報 

表  3-8 民間が保有するプローブ情報例 

(b)SNS 等による災害情報 

東日本大震災では、各種インフラの寸断、行政機能の大幅な低下等により、

情報収集・提供能力の低下が見られた。一方、個人が所有する携帯電話、スマ

ートフォンによる情報発信、特に SNS による情報発信はリアルタイム性が高

く、地域に密着型の情報共有方法として着目された。 

たとえば、sinsai.info はメールや twitter からの情報を共有するサイトであ

り、サイトに投稿された情報には位置情報が付与されておりコメントを選択す
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ると googleMap 上で位置が表示される。 

 

出典：「sinsai.info 東日本大震災 | みんなでつくる復興支援プラットフォーム」ホームページ 

図  3-23 sinsai.info のサービスイメージ 
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(3) 官民による災害情報の共有化 

(3)－i  災害情報の共有化取り組み事例 

(a)通行実績・通行止情報 

東日本大震災発生時、民間各社が保有するプローブ情報を統合して通行実績

情報が公開された。通行実績情報は各テレマティクスサービスの会員が走行し

た実績により通行できたことを示すものであり、毎日の走行実績により情報が

更新されていた。単独の会社の情報のみでは、情報の広域性・網羅性に限界が

あるが、複数の会社のプローブ情報を統合することで、網羅率、鮮度の向上が

期待された。 

また、更にこの通行実績情報と官から提供された信頼性の高い通行止情報を

重ねることで、より確度の高い情報提供となり、広く効果的に活用された。 
 

 
 

出典：ITS Japan 

図  3-24 通行実績・通行止情報作成における情報の流れ 
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(b)災害リスク情報プラットフォーム 

独立行政法人防災科学技術研究所では、災害のリスク情報を共有化する取り

組みとして災害リスク情報プラットフォームに関する研究を行なっている。こ

の研究は社会還元加速プロジェクトの一環となっており、地震ハザードステー

ション「J-SHIS」、統合化地下構造データベース、地すべり地形分布図データ

ベースなど様々なデータが集約されることを目指している。 

 

出典：防災科学研究所「災害リスク情報プラットフォーム」 

図  3-25 災害リスク情報相互運用環境の全体像 
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上記、取り組みにおいて種々の地理空間情報を、地理情報の国際標準

（WMS、WFS、WCS）に準拠し、インターネット上に登録・公開・配信する

システム（「相互運用ｇサーバー」）を開発し、無償提供している。 

東日本大震災以降、このサーバを活用してプローブ情報、航空写真、道路規

制情報など様々な公開情報を重ね合わせて共有化する取り組みが行われている。 

 
出典：防災科学研究所「災害リスク情報プラットフォーム」 

図  3-26 相互運用ｇサーバーの概念 

 
出典：防災科学研究所「災害リスク情報プラットフォーム」 

図  3-27 相互運用ｇサーバによる e コミマップ公開事例 
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(3)－ii  災害情報の共有化における課題 

以上の災害情報の共通化の取り組み事例より、災害情報の共有化において、

下記の課題があることが分かった。 

①. 収集される情報は管理主体やメーカーによって表現方法が異なっており、

特に官側で提供される情報は住所情報が中心となっていることから、情報

を統合することは非常に難しいと考えられる。このような状況から、通行

実績情報や e コミマップ等の共有化の事例でも災害情報の共有方法は重ね

ての表示に留まっている。 

②. 官側が収集する情報は信頼性が非常に高い情報ではあるが、災害情報は道

路管理者が現地の確認を行って公開するため時間を要する。特に、大規模

災害が発生すると、現地確認のための道路が寸断されていたり、広範囲に

及ぶ巡回が必要となるため、更に時間が必要となる。一方、SNS による

情報は各個人がその場の状況を発信するためリアルタイム性は非常に高い

が、誤った情報も含まれていると想定される。情報の鮮度や精度が異なる

情報を統合する場合、情報の性質を理解した上で、利用者へ誤解を与えな

いように留意する必要がある。 

③. 民間の保有するプローブ情報等は各サービス主体がビジネスのために収集

しており、一般的に平常時は公開されない。このため、民間情報の活用は

災害時に限られたことになると想定されるが、災害発生前から情報の共有

方法、共有の範囲等を決めておく必要がある。 
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3.2.4 災害情報の精度・鮮度の明確化 

東日本大震災において、震災後の道路交通関係の情報は、下記の時間推移で

公開された。 

 

出典：ITS Japan 

図  3-28 東日本大震災後の道路交通関係情報提供の推移 

ITS Japan では、交通情報の充実に向けたプローブ情報の相互利用の検討が

行われていた。震災の翌日には、各自動車メーカーよりプローブ情報を利用し

た通行実績情報の公開が始まり、その後、相互利用検討の枠組みを利用し、各

社のプローブ情報は集約されて提供されるようになった。しかし、道路管理者

が管理する通行止め情報については、各道路管理者の情報を集約する仕組みが

無かったため、各道路管理者からの情報を集約するためには、新たな作業が必

要であり、その公開までには時間を要することになった。 

一方で、これらの情報を精度の視点から見ると、各自動車メーカーのプロー

ブ情報を利用した通行実績情報は、その時、その道路を通行することができた

という事実でしかなく、その後、その道路が通行可能かは、その後の車両によ

る通行実績情報を入手しない限り定かではない。それに対し、道路管理者が提
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供する通行止め情報は、各道路管理者が道路の状況を現地で確認し、通行の危

険を判断した結果であり、その情報の精度は高い。 

しかし、災害直後は、関係者にとって集まってくる情報は少なく、正確な被

害状況の把握に手間取り、その対応が後手に回ることが多い。特に、東日本大

震災のような大規模な災害においては、災害情報を収集する仕組みも被災し、

災害時の利用を想定していた情報すら入手できなくなるケースも発生する。 

そこで、災害時は、関係者が少ない情報を補完し合う仕組みが必要となる。 

民間が収集するプローブ情報、道路管理者による情報（たとえば通行止め情

報）を精度と鮮度と網羅性で見た場合、以下であり、 

 
 精度 鮮度 網羅性 

プローブ情報 △ ○ △ 

道路管理者情報 ○ △ × 

表  3-9 道路情報の精度と鮮度と網羅性 

災害時に利用できる情報の質を向上させるための策として、下記が考えられ

る。 

精度：プローブ情報を元に、障害の発生の可能性のある道路を特定し、道

路管理者による現地調査を順次行うことで、プローブ情報の精度を高

める。 

鮮度：自動車各社のプローブ情報を集めることで、プローブ情報の鮮度を

高めると同時に、プローブ情報に基づき道路管理者による現地調査を

実施することで、道路管理者が提供する情報の鮮度を高める。 

網羅性：自動車各社のプローブ情報を集めることで、プローブ情報の網羅

性を高める。 

これらの連携を具体化するためには、民間各社、道路管理者が収集した情報

を公開し、共有する仕組みが必要となる。 

しかし、災害は、いつ起きるかわからないため、災害に常に備えておくこと

は容易ではない。そこで、平時における、官民の情報の連携が重要となる。 

道路情報基盤を利用した道路情報の公開、相互利用の仕組みは、官民が道路

情報を相互利用することで様々な ITS サービスを具体化するものであり、官民
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が、この道路情報基盤の利用を促進することで、災害時の災害情報の公開、相

互利用が容易になり、災害への対応力を高めることが可能となる。 

そのためには、全ての関係者が道路情報基盤を活用することが重要であり、

その活用を促進するための活動を急ぐ必要がある。 
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3.3 地域交通の支援 

地方では過疎化が進み、民間のバス路線は、その事業採算は悪化し、不採算が顕

著な路線については、廃止となっている。 

 

出典：日本バス協会資料 

図  3-29 乗合バスの輸送人員の推移 

しかし、高齢者にとっては、移動手段としてバス路線は無くてはならないもので

あり、バス路線の確保は、各自治体にとって重要な行政課題となっている。 

そこで、各自治体は、住民の移動手段を確保するため、自ら様々な地域交通を整

備し、その運行を行っているが、その事業採算性は基本的には赤字であり、各自治

体は、厳しい運営が強いられることになっている。また、一度始めたサービスは、

その利用者がいる限り、自治体としては容易には止めることはできないものとなる。 

そこで、地域交通を維持するためには、少しでも事業採算性を上げることと、利

用者である住民の利便性を向上させる仕組みが必要となる。 

たとえば、下記の地域交通において、そのポイントを整理すると以下となる。 
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図  3-30 地域交通 

(a)地域交通の核となるコミュニティバス、オンデマンド交通（公共交通）の運

行の効率化 

過疎化が進む地方においては、当然、利用者は多くはない。 

そこで、公共交通の運行の管理と運行の効率化が重要となる。 

そのためには、一般のバス路線のような定時性（決められた時間に到着す

る）と定位置性（決められたバス停に到着する）というサービスの考え方では

なく、公共交通を利用者に合わせダイナミック（動的）に運行できる仕組みが

必要となる。 

(b)公共交通の運行状況の把握と利用予約 

しかし、定時性、定位置性を採らない公共交通では、利用者は、その公共交

通が、何時、何処に到着するかという情報が重要となる。 

ITS 技術として実用化が進む、バスロケ、プローブ技術は、公共交通の正確

な運行スケジュールの算出を可能とし、利用者へ正確な到着予測時刻の提供を

可能とする。 

また、定時性、定位置性の無い交通手段を利用する場合、その利用の予約を

する仕組みも重要となるが、携帯電話の普及、さらにはスマートフォン、タブ

レットの普及は、利用者の予約、情報伝達手段を容易に構築することができる。 
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(c)公共交通の乗降地点への移動支援 

さらに、公共交通を利用するためには、その乗車地点への移動、降車地点か

らの移動が必要であり、その移動の支援も重要となる。特に、高齢者の場合、

歩行能力は各人で異なるため、利用者に合わせた移動支援が必要となる。 

ここでも、スマートフォンが提供する歩行者移動支援サービス等を利用する

ことで、利用者に合わせた様々な移動支援サービスの提供が可能となる。また、

その移動情報から利用者が予定の時刻に乗車地点に到着できないことが明らか

になった場合は、その遅延情報を公共交通に提供することで、乗り遅れを防止

することも可能となる。 

(d)官民によるサービスの連携 

地域交通を維持するためには、公共交通を移動手段の核（ハブ）とし、利用

者は、その公共交通の乗降地点にそれぞれの移動手段を利用して接続するとい

う考え方が重要となる。 

そのためには、官と民が役割を分担し、サービスを連携させることが需要と

なる。 

 官：地域交通のハブとなる公共交通を運行（効率的な運用） 

 民：公共交通への移動サービスを、利用者のニーズに合わせ提供 
  （利用者の利便性） 

 

地域交通を維持するためには、官民がその役割を分担しそのサービスを連携させ

ることで、効率的で、利用者の利便性の高い移動サービスの提供が重要となる。 

また、地域の状況は様々であり、その地域に合ったサービスが、利用者の利便性

を高めることになる。さらに、同じ地域でも、地域の変化、住民構成の変化により、

その状況は変化するため、提供するサービスを、地域の状況の変化に合わせ変化さ

せることも重要となる。 

そのためには、官民が道路情報基盤を利用し、それぞれが収集、管理する道路情

報を公開、相互利用することで、効率的で利便性の高い地域交通を構築、維持する

と同時に、常に利便性の高いサービスへ変化できる柔軟性も重要となる。 

また、この官民による道路情報の連携の仕組みは、災害時における移動手段の確

保にも繋がり、その効果は大きく、その具体的な検討が急がれる。 
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第4章 今後の進め方 

(1) 道路の区間 ID 方式 

2011 年度の活動により、道路情報基盤の核となる道路の区間 ID 方式の各道

路情報に対する具体的な利用方法を明らかにすることができた。さらに、2011
年 11 月には、日本デジタル道路地図協会により県道以上の道路（総延長距

離：約２０万ｋｍ）の区間 ID テーブル（オーソリティテーブル）の整備が完

了し、日本デジタル道路地図協会のホームページにて公開された。これにより

道路の区間 ID 方式の利用が可能となり、各道路管理者が管理する道路情報を

道路情報基盤として公開する環境が整った。現在、国土交通省国土技術政策総

合研究所が中心となり、道路の区間 ID 方式を利用した情報流通実験が進めら

れており、区間 ID 方式の具体的な利用方法とその効果、さらには、実用化に

向けた課題も明らかになるものと思われる。 

しかし、道路の大半は、各自治体で管理される市町村道以下の道路である。

そこで、道路情報基盤を利用したサービスの質を上げるためには、各自治体が

管理する道路の道路情報も道路情報基盤としての公開が必須となるが、各自治

体の予算と人員には限りがあり、そのハードルは高い。 

そこで、2012 年度は、自治体における道路情報の現状を調査し、各自治体が

管理する道路情報を道路情報基盤として公開するための具体的な方策（公開の

ハードルを下げる方策）を検討することにする。 

(2) 道路基盤地図情報 

道路情報基盤においては、各道路管理者が整備・管理する道路情報に加え、

道路上の詳細な位置を明らかにするための、道路の詳細な形状も重要となる。 

国土交通省の国土技術政策総合研究所が整備する道路工事の電子納品データ

を利用した道路基盤地図情報は、その精度と鮮度から道路情報基盤としての利

用が想定される。 

しかし、道路基盤地図情報は、道路の工事の際に作成させる図面から生成す

るため、利用が可能となるのは道路工事が行われた道路であり、道路工事が行

われない道路については、利用ができないことになる。 

そこで、2012 年度は、道路情報基盤として道路の詳細な形状を必要とする具

体的なサービスを検討することで、道路基盤地図情報の具体的な利用方法とそ
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の効果を明らかにする。 

(3) 道路情報基盤 

各道路管理者が整備、管理する道路情報や道路の詳細形状が、道路情報基盤

として公開されることで、様々なサービスでの利用が可能となり、そのサービ

スの質を高めることが可能となる。 

道路情報基盤（道路の区間ID方式、高精度道路地図など）
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図  4-1 道路情報基盤 

一方で、各道路管理者がそれぞれの都合で道路情報基盤を公開した場合、利

用できる情報が均質的でないものとなる可能性がある。 

また、道路上の情報は、民間の事業者や、利用者も収集することが可能であ

る。 

そこで、2012 年度は、道路情報基盤を運用するための指標（ルール）も検討

することにする。 
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図  4-2 2012 年度の活動スケジュール 
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第5章 最後に 

委員会では、ITS サービスの質の向上を目的に道路情報基盤の整備と利用の検討

を進めてきた。 

道路情報基盤は、道路の区間 ID 方式や道路基盤地図情報の利用を想定することで、

各道路管理者が収集、整備してきた道路情報だけでなく、民間が収集する道路情報

も、それぞれの仕組みを変更することなく相互利用することが可能となる。その結

果、走行支援サービスの具体化が可能となり、また、その質も高められることを明

らかとすることができた。例えば、今後、普及が進む自律型の安全運転支援システ

ムでは、道路情報基盤を活用することで、運転シーンに応じて、適切な情報を運転

者に提供することが可能となり、交通事故の削減に大きく寄与できるものと思われ

る。運転者の高齢化が進む中で、これらの走行支援サービスの普及は益々重要とな

る。 

また、今回の東日本大震災のような大規模な災害に遭遇した際は、道路の情報は

非常に重要であり、その情報の量と質は、災害への対応能力の差となることも明ら

かにとなった。 

一方、地方の過疎化と高齢化により、地域に合った効率的な地域交通の仕組みが

必要とされている。ITS 技術や、携帯電話、スマートフォン等による IT 技術の進化

と普及は、情報利用の容易化・高度化への途を開いており、新たな効率的で利便性

の高い地域交通の構築が可能となっている。 

そのためには、官民それぞれが収集する道路情報を道路情報基盤として積極的に

公開することが重要となる。特に、道路の大半は各自治体が管理をしており、各自

治体の業務やサービスと連携した道路情報の公開が重要であり、今後、自治体との

具体的な議論を通じて、その姿を明らかにしてゆくことになる。 

高齢化の進展や、次の大規模災害が予測される中、道路情報基盤による道路情報

の公開、相互利用の仕組みの構築を、急ぐ必要がある。 
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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、 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） 

市川博一（パシフィックコンサルタンツ㈱） 

今井龍一（国土交通省国土技術政策総合研究所） 

金木大輔（パシフィックコンサルタンツ㈱） 

公手洋介（朝日航洋㈱） 

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㈱） 

末吉信夫（住友電工システムソリューション㈱） 

中條覚（㈱三菱総合研究所） 

藤井一隆（ボッシュ㈱） 

古野豊起（㈱ゼンリン） 

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㈱） 

森一夫（アジア航測㈱） 

山口章平（㈱建設技術研究所） 

山口行一（㈱三菱総合研究所） 

 

 

以上 
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委員会名簿 

ITS Japan 道路情報基盤活用委員会 

－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  ： 公手 洋介 

 

朝日航洋株式会社 計測コンサルタント部 部長 

委員  ： 末久 博行 

 

朝日航洋株式会社 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  ： 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 
ソリューション営業部 主席 

委員  ： 末吉 信夫 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 ソリューション営業部 

委員  ： 古野 豊起 

 

株式会社ゼンリン ITS 事業本部 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 

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 
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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  ： 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 

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 

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 社会システム研究本部 
 ITS モビリティグループ 主任研究員 

委員  ： 山口 行一 
 

株式会社三菱総合研究所 社会システム研究本部 
 ITS モビリティグループ 専門研究員 
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委員  ： 藤井 正泰 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 

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： 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： 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： 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： 北村 和寛 
 

阪神高速道路株式会社 保全交通部 交通企画課 
 主任 

   

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 部長 

事務局： 小林 文夫 
 

特定非営利活動法人 ITS Japan 普及促進グループ 部長 

 
計 51 者 

 


