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ITS世界会議とは
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・世界の３地域を代表するＩＴＳ団体が毎年共同で持回りで開催

・産官学が参加する唯一のＩＴＳ国際会議

・技術開発、政策、市場動向等、幅広い視点で議論と情報交換を実施

・移動交通分野における諸問題を解決し、ビジネスチャンスを創出

・専門家会議（セッション）、展示会、テクニカルショーケース等を実施

・毎年、約５０カ国、３,０００～６,０００人が参加（通常の開催規模）

２０１３年の世界会議は、東京で開催

開会式 セッション 展示会 ショーケース



世界３地域のITS組織とITS世界会議

ＩＴＳ世界会議：世界の３地域を代表するＩＴＳ団体が毎年共同で持回りで開催

ヨーロッパ アジア･太平洋 米州

関係省庁、研究者、民間等から

約260団体が加盟

ＥＣ、各国政府、民間等から

約100団体が加盟

政府、学会、民間等から

約350団体が加盟

ＴＯＫＹＯ

ＷＡＳＨＩＮＧＴＯＮ,D.C.ＢＲＵＳＳＥＬＳ
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年 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

開催地

第1回

パリ

第2回

横浜

第3回

ｵｰﾗﾝﾄﾞ

第4回

ﾍﾞﾙﾘﾝ

第5回

ｿｳﾙ

第6回

ﾄﾛﾝﾄ

第7回

ﾄﾘﾉ

第8回

ｼﾄﾞﾆｰ

第9回

ｼｶｺﾞ

第10回

ﾏﾄﾞﾘｯﾄﾞ

参加国 11 38 37 43 50 58 53 46 42 75

参加者

(登録者)

2,200 3,400 5,000 3,000 3,564 4,661

5,707

(3,850)

3,818

(2,121)

4,536

(2,181)

6,270

(3,000)

出展数
74 49 150 189 85 152 197 166 239 233

論文数
483 469 797 594 768 540 611 500 512 727

年 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

開催地

第11回

名古屋

第12回

ｻﾝﾌﾗﾝｼｽｺ

第13回

ﾛﾝﾄﾞﾝ

第14回

北京

第15回

ﾆｭｰﾖｰｸ

第16回

ｽﾄｯｸﾎﾙﾑ

第17回

釜山

第18回

ｵｰﾗﾝﾄﾞ

第19回

ｳｨｰﾝ

（速報値）

第20回

東京

（目標値）

参加国 53 55 75 52 66 64 84 59 91 60以上

参加者

(登録者)

61,394

(5,794)

7,130

(2560)

7,262

(3,067)

40,000

(2,300)

5,501

(3,298)

8,512

(2,801)

38,700

（4,317）

6,510 10,000

8,000以上

（4,000）

出展数 250 163 243 163 250 254 213 210 304 700小間

論文数 763 710 899 851 1,021 811 1,037 1,037 871 1,000

ITS世界会議の開催規模
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ITS世界会議東京2013の開催概要

東京ビッグサイト東京国際フォーラム

時 期：2013年10月14日（月）～18日（金）

場 所：東京国際フォーラム（10月14日）

開会式

東京ビッグサイト（10月15日～18日）

セッション（会議）、展示会、閉会式 等

開催テーマ： 『OpenOpenOpenOpen ITSITSITSITS totototo thethethethe NextNextNextNext』

会議登録者数：4,000人 参加者数：8,000人以上

参加国数：60ヶ国以上 出展コマ数：700小間

論文：1,000件 セッション数：250

＜ロゴマーク＞
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ITS世界会議東京2013の目的と開催理念

①ＩＴＳによる現代の交通社会のイノベーション促進

ＩＴＳの活用分野を、交通問題解決だけでなく社会システム全体の課題

解決に拡大することにより現代の交通社会にイノベーションを起こし、市民

生活に活力を生み出すとともに我が国及び世界の経済発展に寄与する。

②世界のＩＴＳのグローバルな進展促進

日米欧３極とアジア・太平洋（AP）諸国等における発展途上国との相互の

連携を核大・強化することにより、世界のＩＴＳの円滑な進展に道筋をつけ、

ＩＴＳのグローバルな進展に寄与する。

ＩＴＳ世界会議東京2013の目的

①環境・エネルギー・交通問題に対し具体的な解決策を提示する

世界会議

②豊かな市民生活や活発な経済活動が営まれている未来社会を

提示する世界会議

③ＩＴＳのグローバルな進展を促進する世界会議

④ＩＴＳメガシティの将来像を提示する世界会議

ＩＴＳ世界会議東京2013の開催理念
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ITS世界会議東京2013 開催の狙い

０６ ０７ ０８ ０９ １０ １１ １２

ＩＴ新改革戦略ＩＴ新改革戦略ＩＴ新改革戦略ＩＴ新改革戦略

社会還元加速ＰＪ社会還元加速ＰＪ社会還元加速ＰＪ社会還元加速ＰＪ

環境モデル都市環境モデル都市環境モデル都市環境モデル都市

官民の

合意形成

官民合同大規模

公道実験

実用化

準備期間

モデル都市

モデル路線

の選定

実証実験

の計画

実証実験の実施部分実証

エネルギーＩＴＳエネルギーＩＴＳエネルギーＩＴＳエネルギーＩＴＳ

研究開発

実験車試作、シミュレーション技術開発

☆☆☆☆☆☆☆☆

「「「「10101010年後の東京」へ年後の東京」へ年後の東京」へ年後の東京」へ

の実行プログラムの実行プログラムの実行プログラムの実行プログラム

ＣＯ２削減目標を2013年までの

５年以内に具体化

モデル都市

の募集

隊列走行の実証実験完了隊列走行の実証実験完了隊列走行の実証実験完了隊列走行の実証実験完了

評価方法の国際標準化提案評価方法の国際標準化提案評価方法の国際標準化提案評価方法の国際標準化提案

中間目標中間目標中間目標中間目標

１４ １５１３

安全運転支援システム安全運転支援システム安全運転支援システム安全運転支援システム

2020202020202020年にＣＯ年にＣＯ年にＣＯ年にＣＯ２２２２排出と渋滞を半減、交通事故死者数を限りなくゼロに排出と渋滞を半減、交通事故死者数を限りなくゼロに排出と渋滞を半減、交通事故死者数を限りなくゼロに排出と渋滞を半減、交通事故死者数を限りなくゼロに

・新成長戦略・新成長戦略・新成長戦略・新成長戦略

・新たな情報通信・新たな情報通信・新たな情報通信・新たな情報通信

技術戦略技術戦略技術戦略技術戦略

年度

2018201820182018年交通事故年交通事故年交通事故年交通事故

死者数死者数死者数死者数2,5002,5002,5002,500人以下人以下人以下人以下

安全運転支援システム安全運転支援システム安全運転支援システム安全運転支援システム

グリーングリーングリーングリーンITSITSITSITS

・プローブ情報の集約・活用の効果検証・プローブ情報の集約・活用の効果検証・プローブ情報の集約・活用の効果検証・プローブ情報の集約・活用の効果検証

・運用モデルの検討・運用モデルの検討・運用モデルの検討・運用モデルの検討

・交通管制の高度化・交通管制の高度化・交通管制の高度化・交通管制の高度化

・運用開始

（試験運用含）

・本格運用・本格運用・本格運用・本格運用

・ロードマップの策定・ロードマップの策定・ロードマップの策定・ロードマップの策定

・共用車載機・車両の開発・普及・共用車載機・車両の開発・普及・共用車載機・車両の開発・普及・共用車載機・車両の開発・普及

・道路インフラ整備の推進・道路インフラ整備の推進・道路インフラ整備の推進・道路インフラ整備の推進 等等等等

2020202020202020年交通渋滞年交通渋滞年交通渋滞年交通渋滞

半減（半減（半減（半減（2010201020102010年比）年比）年比）年比）

運輸部門のエネルギー・環境対策を実施運輸部門のエネルギー・環境対策を実施運輸部門のエネルギー・環境対策を実施運輸部門のエネルギー・環境対策を実施

世界の先例となる低炭素社会への転換への取り組み

2020202020202020年までに年までに年までに年までに30303030％以上％以上％以上％以上,,,,

2050205020502050年までに年までに年までに年までに50505050％以上の改善％以上の改善％以上の改善％以上の改善

･実行ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ･実行ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ･実行ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ･実行ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ2008 2008 2008 2008 

･実行ﾌﾟﾛｸﾞﾗ･実行ﾌﾟﾛｸﾞﾗ･実行ﾌﾟﾛｸﾞﾗ･実行ﾌﾟﾛｸﾞﾗ2009  2009  2009  2009  

･実行ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ･実行ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ･実行ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ･実行ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ2010 2010 2010 2010 

2016201620162016年の東京の姿とそれに向けた政策展開年の東京の姿とそれに向けた政策展開年の東京の姿とそれに向けた政策展開年の東京の姿とそれに向けた政策展開

ITSITSITSITS世界会議世界会議世界会議世界会議

･実行ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ･実行ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ･実行ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ･実行ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

2011201120112011 ･実行ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ･実行ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ･実行ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ･実行ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

2012201220122012 ･実行ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ・・・・･実行ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ・・・・･実行ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ・・・・･実行ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ・・・・

施策への反映
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● 日本で進める各種ＩＴＳ関連プロジェクト成果（中間報告含む）を披露する場として



世界会議東京2013の構成

� 移動交通分野に関する技術開発、政策、市場動向等、幅広い視点で議論と情報交換

� 構成：会議（セッション）、展示会／体験デモ（テクニカルショーケース）、式典

� 日にちを限定（２日程度）して、一般にも一部開放予定（学生の社会見学の場としても活用）

ITS世界会議東京の構造

世界会議東京

式典

会議（250ｾｯｼｮﾝｾｯｼｮﾝｾｯｼｮﾝｾｯｼｮﾝ）

展示会／デモ

世界トップレベル

の要人

会議登録者

市民

国内・海外

一般・企業人

（ＷＥＢ及び出展企業経由で入場券配布）

マスコミ

メディアを通じて周知

（効果的なＰＲ、高い露出度の工夫）

次世代を担う

学生

会議登録 4000人

参加者８０００人以上

ショーケース

テクニカルビジット

�申込・登録について

•会議登録開始（予定）：2013年4月1日

•展示/ショーケース：受付中

•論文：受付終了

•スポンサーシップ：受付中

�WEB（日本語サイト）

http://www.itsworldcongress.jp/japanese/
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東京都が推進する

さまざまな施策の紹介

渋滞・環境・交

通安全対策、

災害に強い都

市づくり
地域ＩＴＳとの連携企画



ＩＴＳ世界会議東京2013の推進体制

日本組織委員会日本組織委員会日本組織委員会日本組織委員会

（承認・決定機関）（承認・決定機関）（承認・決定機関）（承認・決定機関）

日本組織委員会日本組織委員会日本組織委員会日本組織委員会

事務局事務局事務局事務局

渉

外

渉

外

渉

外

渉

外

・・・・

広

報

広

報

広

報

広

報

・・・・

宣

伝

部

会

宣

伝

部

会

宣

伝

部

会

宣

伝

部

会

ロ

ジ

ス

テ

ィ

ク

ス

ロ

ジ

ス

テ

ィ

ク

ス

ロ

ジ

ス

テ

ィ

ク

ス

ロ

ジ

ス

テ

ィ

ク

ス

部

会

部

会

部

会

部

会

テ

ク

ニ

カ

ル

ツ

ア

ー

テ

ク

ニ

カ

ル

ツ

ア

ー

テ

ク

ニ

カ

ル

ツ

ア

ー

テ

ク

ニ

カ

ル

ツ

ア

ー

部

会

部

会

部

会

部

会

運

営

運

営

運

営

運

営

・・・・

展

示

部

会

展

示

部

会

展

示

部

会

展

示

部

会

プ

ロ

グ

ラ

ム

プ

ロ

グ

ラ

ム

プ

ロ

グ

ラ

ム

プ

ロ

グ

ラ

ム

部

会

部

会

部

会

部

会

総

務

総

務

総

務

総

務

・・・・

財

務

財

務

財

務

財

務

・・・・

営

業

企

画

部

会

営

業

企

画

部

会

営

業

企

画

部

会

営

業

企

画

部

会

企画・運営委員会企画・運営委員会企画・運営委員会企画・運営委員会

（審議・調整機関）（審議・調整機関）（審議・調整機関）（審議・調整機関）

合同部会合同部会合同部会合同部会

産官学のメンバーにて構成産官学のメンバーにて構成産官学のメンバーにて構成産官学のメンバーにて構成

企画・運営委員会メンバー

◇常任理事会社

・住電工 ・デンソー ・東芝

・トヨタ ・日産 ・ＮＥＣ

・富士通 ・本田 ・パナソニック

・自工会（オブザーバ）

◇東京都

◇ITS Japan

◇部会（正副部会長）

・プロ部会 ・・・東芝－富士通

・運営部会・・・日産－デンソー

・テク部会 ・・・住電工－三菱電機

・ロジ部会 ・・・パナ－日立

・渉外部会・・・トヨタ－沖

・総務部会・・・本田－ＮＥＣ

◇事務局出身元

・東京都 ・日産 ・トヨタ ・パナソニック

・住電工 ・東芝 ・ＮＥＣ ・デンソー

・ホンダ ・OKI ・三菱電機 ・富士通

・三菱自工 ・アイシン精機

日本組織委員会委員構成

・委員長（ITS-J会長）、副委員長（都知事）

・関係自治体（2）、学会（1）、経済団体（1）

・民間企業（12）：沖、住電工、デンソー、東芝、トヨタ、日産、

日立、ＮＥＣ、富士通、本田技研、パナソニック、三菱電機

・関連団体（11）：自工会、電波、道路、地図関係、等

・ITS-J関係（2）：ITS-J副会長、専務

・関係省庁（7）：内閣府、内閣官房、警察庁、総務省、

経産省、国交省道路局/自動車局

9

委員長：藤江一正（委員長：藤江一正（委員長：藤江一正（委員長：藤江一正（IPA理事長、理事長、理事長、理事長、ITS-J副会長）副会長）副会長）副会長）

事務局長：花井利通（事務局長：花井利通（事務局長：花井利通（事務局長：花井利通（ITS-J常務理事）常務理事）常務理事）常務理事）



区区区区 分分分分 氏氏氏氏 名名名名 所属・役職名所属・役職名所属・役職名所属・役職名 備備備備 考考考考

【委員長】 渡邉 浩之 ITS Japan会長

正副委員長（2）

【副委員長】 猪瀬 直樹 東京都知事

【委員】

樋口 眞人 東京都青少年・治安対策本部長

関係自治体（2）

林 文子 横浜市長

坂内 正夫 国立情報学研究所 所長 ITS Japan副会長 学界（1）

椋田 哲史 日本経済団体連合会 常務理事 経済団体（１）

宮下 正雄 沖電気工業（株） 顧問

民間企業（12）

矢野 厚 住友電気工業（株） 常務取締役 世界会議理事会（BOD）議長

岩田 悟志 （株）デンソー 常務役員

森安 俊紀 （株）東芝 顧問 ITS Japan常任理事会議長

佐々木 眞一 トヨタ自動車（株） 代表取締役副社長

豊増 俊一 日産自動車（株） 執行役員

鈴木 學 （株）日立製作所 技監

岩波 利光 日本電気（株） 特別顧問

須山 寛 富士通（株） 常務理事

山本 芳春 本田技研工業（株） 取締役専務執行役員

柴田 雅久 パナソニック（株） 役員

四方 進 三菱電機（株） 専務執行役

時津 直樹 インターネットITS協議会 事務局長

関連団体(4)

鎌田 邦廣 （社）新交通管理システム協会 専務理事

松井 房樹 （一般社団法人）電波産業会 常務理事

古賀 光彦 （財）道路交通情報通信ｼｽﾃﾑｾﾝﾀｰ 常務理事

日本組織委員会委員名簿(その1) 2013.3.1 現在



区区区区 分分分分 氏氏氏氏 名名名名 所属・役職名所属・役職名所属・役職名所属・役職名 備備備備 考考考考

【委員】

田中 正章 （財）道路新産業開発機構 専務理事

関連団体(7)

上高家 耕一 （公益財団法人）日本交通管理技術協会 専務理事

半田 茂 （財）日本自動車研究所 専務理事

名尾 良泰 （一般社団法人）日本自動車工業会 専務理事

髙橋 武秀 (社)日本自動車部品工業会 専務理事

久米 正一 （一般社団法人）日本自動車連盟 専務理事

矢口 彰 （財）日本デジタル道路地図協会 専務理事

藤江 一正 企画・運営委員会 委員長 ITS Japan副会長

ITS Japan関係(2)

天野 肇 ITS Japan専務理事/ITS AP事務局長

大口 敬 国際プログラム委員会（IPC）委員長 国際関係(1)

【監事】 重本 昌康 本田技研工業（株）事業管理本部関係会社室室長 監事(1) 

【オブザーバー】

北林 大昌 内閣官房 内閣参事官

官庁関係（7）

加藤 博敏 内閣府 参事官

福田 守雄 警察庁 長官官房参事官 高度道路交通政策担当

田沼 知行

総務省総合通信基盤局電波部移動通信課 新世代移動通信システム推進

室長

井上 悟志 経済産業省製造産業局自動車課 ITS推進室長

奥村 康博 国土交通省道路局道路交通管理課 高度道路交通システム推進室長

斧田 孝夫 国土交通省自動車局技術政策課 国際業務室長

合計合計合計合計 40404040名名名名

日本組織委員会委員名簿(その2) 2013.3.1 現在



会議コンセプトと４つの軸

ITSITSITSITS世界会議東京世界会議東京世界会議東京世界会議東京2013201320132013の会議コンセプトの会議コンセプトの会議コンセプトの会議コンセプト

“ Open ITS to the NextOpen ITS to the NextOpen ITS to the NextOpen ITS to the Next”

ITSは次世代のモビリティを形作るべく新たなステージに入ります。

従来の取り組みである「交通事故や渋滞などの課題の解決」に加えて、

「電気自動車などの出現によるエネルギーマネージメント分野との連携」、

「ネットワーク化社会における新たなビジネス機会の創出」、

「東日本大震災の教訓を活かしたレジリエントな交通社会の実現」、

の３つの領域へその裾野を広げつつあります。

OpenOpenOpenOpenをキーワードにした

会議コンセプトの４つの軸

•Open platformsOpen platformsOpen platformsOpen platforms

•Open connectivityOpen connectivityOpen connectivityOpen connectivity

•Open opportunitiesOpen opportunitiesOpen opportunitiesOpen opportunities

•Open collaborationOpen collaborationOpen collaborationOpen collaboration

12



1.Safety 1.Safety 1.Safety 1.Safety and traffic and traffic and traffic and traffic management   management   management   management   

交通安全・渋滞の解消へのさらなる取り組み

2.Next 2.Next 2.Next 2.Next generation mobility and sustainabilitygeneration mobility and sustainabilitygeneration mobility and sustainabilitygeneration mobility and sustainability

持続可能な交通社会の実現に向けた次世代モビリティへの取り組みとエネル

ギーマネージメントとの融合

3.Efficient 3.Efficient 3.Efficient 3.Efficient transport systems in mega cities/regionstransport systems in mega cities/regionstransport systems in mega cities/regionstransport systems in mega cities/regions

メガシティにおける人とモノの移動の効率化

4.Intermodal 4.Intermodal 4.Intermodal 4.Intermodal and multimodal systems for people and goodsand multimodal systems for people and goodsand multimodal systems for people and goodsand multimodal systems for people and goods

人の移動・モノの輸送におけるインターモーダル・マルチモーダル

5.Personalized mobility services5.Personalized mobility services5.Personalized mobility services5.Personalized mobility services

モバイル機器等を用いたモビリティのための個人向けサービス

6.Resilient transport systems for emergency situations6.Resilient transport systems for emergency situations6.Resilient transport systems for emergency situations6.Resilient transport systems for emergency situations

レジリエントな交通社会システムの構築

7.Institutional issues and international harmonization7.Institutional issues and international harmonization7.Institutional issues and international harmonization7.Institutional issues and international harmonization

グローバル連携や共通の課題解決に向けた取り組み

プログラムコンセプト

13

会議コンセプトに基づいて会議では、７つの項目に焦点を当てる



セッションスケジュールセッションスケジュールセッションスケジュールセッションスケジュール

Opening 
Ceremony

Plenary Session 1

Plenary Session 3

Plenary Session 2

Closing
Ceremony

Executive 
Sessions
(12)

Public Day 
17 - 18 

Note: 
A short chairperson 
summary is planed to cover 
from 3 regions’ perspectives 
at the closing ceremony.

Atrium 
Events
(4)

国際ﾌｫｰﾗﾑで開会式、ﾋﾞｯｸﾞｻｲﾄで約250ｾｯｼｮﾝ、閉会式は基調講演3と併せて実施



式典全体の統一コンセプトを 「東京ＭＡＴＳＵＲＩ」 とし企画

式 典

15

イベント 日時 会場 参加者数（想定） 主な内容

開会式 10月14日（月）

16:00～17:30
東京国際フォーラム

ホールＡ

2,500名 主催者挨拶

アトラクション

（よさこい、和太鼓）

等

ＶＩＰディナー 10月14日（月）

19:00～21:00
明治記念館

富士の間（ディナー会場）

250～300名

（招待者のみ）

主催者挨拶

鏡開き

アトラクション

等

展示会オープニング 10月15日（火）

10:10～10:55
東京ビッグサイト

アトリウム、西1・2ホール

主催者挨拶

テープカット

プレス内覧

等

ＧＡＬＡディナー 10月16日（水）

19:30～22:00
椿山荘（オリオン） 1,000名 主催者挨拶

アトラクション

等

閉会式＆基調講演３ 10月18日（金）

14:00～16:00
東京ビッグサイト

国際会議場

1,000名 主催者挨拶

Passing the Globe
等



各セッションの紹介

Executive SessionsExecutive SessionsExecutive SessionsExecutive Sessions（（（（ESESESES）：）：）：）：

12121212のテーマを設け、招聘された欧米のテーマを設け、招聘された欧米のテーマを設け、招聘された欧米のテーマを設け、招聘された欧米APAPAPAPの３地域を代表するの３地域を代表するの３地域を代表するの３地域を代表するITSITSITSITS産官学の専門家が集い、産官学の専門家が集い、産官学の専門家が集い、産官学の専門家が集い、ITSITSITSITS普及における課題や政策普及における課題や政策普及における課題や政策普及における課題や政策

について講演を行います。日本からは官庁の室長級以上の方・企業の役員級の方のご登壇を予定しています。について講演を行います。日本からは官庁の室長級以上の方・企業の役員級の方のご登壇を予定しています。について講演を行います。日本からは官庁の室長級以上の方・企業の役員級の方のご登壇を予定しています。について講演を行います。日本からは官庁の室長級以上の方・企業の役員級の方のご登壇を予定しています。

Special Interest SessionsSpecial Interest SessionsSpecial Interest SessionsSpecial Interest Sessions（（（（SISSISSISSIS）：）：）：）：

各地域の専門家が企画し、研究・実用段階の各地域の専門家が企画し、研究・実用段階の各地域の専門家が企画し、研究・実用段階の各地域の専門家が企画し、研究・実用段階のITSITSITSITSに対する個別のテーマについて深く掘り下げ、最新の技術や施策をに対する個別のテーマについて深く掘り下げ、最新の技術や施策をに対する個別のテーマについて深く掘り下げ、最新の技術や施策をに対する個別のテーマについて深く掘り下げ、最新の技術や施策を

議論します。（議論します。（議論します。（議論します。（66666666セッション＋１ワークショップ）セッション＋１ワークショップ）セッション＋１ワークショップ）セッション＋１ワークショップ）

各極からの提案は各極からの提案は各極からの提案は各極からの提案はAM18/EU20/AP20AM18/EU20/AP20AM18/EU20/AP20AM18/EU20/AP20セッションに割り付けられたほか、以下のようなセッションを立ち上げるため、関セッションに割り付けられたほか、以下のようなセッションを立ち上げるため、関セッションに割り付けられたほか、以下のようなセッションを立ち上げるため、関セッションに割り付けられたほか、以下のようなセッションを立ち上げるため、関

係者と調整を始めています。係者と調整を始めています。係者と調整を始めています。係者と調整を始めています。

Recurrent SessionsRecurrent SessionsRecurrent SessionsRecurrent Sessions（（（（3333セッション）セッション）セッション）セッション）

「「「「2014201420142014年以降の年以降の年以降の年以降のITSITSITSITS世界会議」「大規模イベント時の世界会議」「大規模イベント時の世界会議」「大規模イベント時の世界会議」「大規模イベント時のITSITSITSITS」「女性」「女性」「女性」「女性ITSITSITSITS」」」」

Cooperative Systems WorkshopCooperative Systems WorkshopCooperative Systems WorkshopCooperative Systems Workshop（仮称）（（仮称）（（仮称）（（仮称）（2222コマ相当）コマ相当）コマ相当）コマ相当）

IBECIBECIBECIBEC（（（（ITSITSITSITSの効果評価）の効果評価）の効果評価）の効果評価） （（（（5555セッション）セッション）セッション）セッション）

また別枠として約また別枠として約また別枠として約また別枠として約20202020コマのコマのコマのコマのHost Selected Session Host Selected Session Host Selected Session Host Selected Session （（（（HSHSHSHS）が企画されています。）が企画されています。）が企画されています。）が企画されています。

狙い：狙い：狙い：狙い：APAPAPAP地域の地域の地域の地域のITSITSITSITSの活動を特に選別し束ねることで、海外に向けた一層のアピール。の活動を特に選別し束ねることで、海外に向けた一層のアピール。の活動を特に選別し束ねることで、海外に向けた一層のアピール。の活動を特に選別し束ねることで、海外に向けた一層のアピール。

選定要件：１）選定要件：１）選定要件：１）選定要件：１）hosthosthosthost地域である地域である地域である地域であるAPAPAPAP地域のオーガナイズセッション地域のオーガナイズセッション地域のオーガナイズセッション地域のオーガナイズセッション

２）内容が主に２）内容が主に２）内容が主に２）内容が主にAPAPAPAP地域の活動を中心に据えているセッション地域の活動を中心に据えているセッション地域の活動を中心に据えているセッション地域の活動を中心に据えているセッション

論文セッション論文セッション論文セッション論文セッション

研究開発、実用事例、行政施策、実証実験紹介等に関する論文が発表されます。研究開発、実用事例、行政施策、実証実験紹介等に関する論文が発表されます。研究開発、実用事例、行政施策、実証実験紹介等に関する論文が発表されます。研究開発、実用事例、行政施策、実証実験紹介等に関する論文が発表されます。

Technical/Scientific SessionsTechnical/Scientific SessionsTechnical/Scientific SessionsTechnical/Scientific Sessions（（（（TSTSTSTS））））：：：：

4444～～～～5555編で構成される口頭発表形式の論文発表です。編で構成される口頭発表形式の論文発表です。編で構成される口頭発表形式の論文発表です。編で構成される口頭発表形式の論文発表です。

Scientific PaperScientific PaperScientific PaperScientific Paper（学術論文）のなかでも特に優れたものは学会論文誌に掲載されます。（学術論文）のなかでも特に優れたものは学会論文誌に掲載されます。（学術論文）のなかでも特に優れたものは学会論文誌に掲載されます。（学術論文）のなかでも特に優れたものは学会論文誌に掲載されます。

Interactive Sessions (IS)Interactive Sessions (IS)Interactive Sessions (IS)Interactive Sessions (IS)：：：：

各自各自各自各自1111分間で概要紹介（ショットガン）をした後、ポスターを介した対面式の質疑を行います。論文発表に加えて聴講者分間で概要紹介（ショットガン）をした後、ポスターを介した対面式の質疑を行います。論文発表に加えて聴講者分間で概要紹介（ショットガン）をした後、ポスターを介した対面式の質疑を行います。論文発表に加えて聴講者分間で概要紹介（ショットガン）をした後、ポスターを介した対面式の質疑を行います。論文発表に加えて聴講者

と直接対話ができるメリットを加えたものです。と直接対話ができるメリットを加えたものです。と直接対話ができるメリットを加えたものです。と直接対話ができるメリットを加えたものです。



PL1 PL2 PL3

日日日日 時時時時 Oct 15. 9:00-10:30 Oct 16. 9:00-10:30 Oct 18. 14:00-15:00

セッションタイトルセッションタイトルセッションタイトルセッションタイトル Open ITS to the Next
: Aims and issues in 

moving towards the 
next stage 

Improving Quality of 
Mobility in Mega-
cities/regions 

Beyond ITS : from 
conventional approaches 
to four aspects of “open”

想定登壇者種別想定登壇者種別想定登壇者種別想定登壇者種別

交通政策策定部門交通政策策定部門交通政策策定部門交通政策策定部門

（政府系高官）（政府系高官）（政府系高官）（政府系高官）

大都市大都市大都市大都市､､､､大都市圏の交通責任者大都市圏の交通責任者大都市圏の交通責任者大都市圏の交通責任者 産業界産業界産業界産業界､､､､学界のオピニオンリーダ学界のオピニオンリーダ学界のオピニオンリーダ学界のオピニオンリーダ

セッションの構想、セッションの構想、セッションの構想、セッションの構想、

Key words
などなどなどなど

会議テーマ会議テーマ会議テーマ会議テーマOpen ITS to the 
Nextに関連して、に関連して、に関連して、に関連して、” 国、地域の次国、地域の次国、地域の次国、地域の次

のビジョン・政策・施策“を述べてものビジョン・政策・施策“を述べてものビジョン・政策・施策“を述べてものビジョン・政策・施策“を述べても

らうらうらうらう

・経済活性化・経済活性化・経済活性化・経済活性化

・地球温暖化・地球温暖化・地球温暖化・地球温暖化

従来の安全、渋滞解消ばかり従来の安全、渋滞解消ばかり従来の安全、渋滞解消ばかり従来の安全、渋滞解消ばかり

でなく、環境への配慮を含めた、でなく、環境への配慮を含めた、でなく、環境への配慮を含めた、でなく、環境への配慮を含めた、

広くモビリティの質を上げるための広くモビリティの質を上げるための広くモビリティの質を上げるための広くモビリティの質を上げるための

政策論を展開する政策論を展開する政策論を展開する政策論を展開する

メガシティ・メガリージョンならではメガシティ・メガリージョンならではメガシティ・メガリージョンならではメガシティ・メガリージョンならでは

の公共交通、都市交通のあり方をの公共交通、都市交通のあり方をの公共交通、都市交通のあり方をの公共交通、都市交通のあり方を

議論する（ライトレール、バス高速議論する（ライトレール、バス高速議論する（ライトレール、バス高速議論する（ライトレール、バス高速

輸送システム、自動車等による交輸送システム、自動車等による交輸送システム、自動車等による交輸送システム、自動車等による交

通最適化など）通最適化など）通最適化など）通最適化など）

・スマートコミュニティ・スマートコミュニティ・スマートコミュニティ・スマートコミュニティ

・スマートモビリティ・スマートモビリティ・スマートモビリティ・スマートモビリティ

・防災・防災・防災・防災

それぞれの都市が抱える問題、解それぞれの都市が抱える問題、解それぞれの都市が抱える問題、解それぞれの都市が抱える問題、解

決方法を共有し議論を深めることで、決方法を共有し議論を深めることで、決方法を共有し議論を深めることで、決方法を共有し議論を深めることで、

それぞれの解決策のそれぞれの解決策のそれぞれの解決策のそれぞれの解決策の

糸口を探すことを期待する糸口を探すことを期待する糸口を探すことを期待する糸口を探すことを期待する

将来を見据え、将来を見据え、将来を見据え、将来を見据え、ITSが発展していくが発展していくが発展していくが発展していく

実感が持てるような、志が膨らむよ実感が持てるような、志が膨らむよ実感が持てるような、志が膨らむよ実感が持てるような、志が膨らむよ

うな講演を聞くうな講演を聞くうな講演を聞くうな講演を聞く

・・・・ICT, EVとエネルギーの融合とエネルギーの融合とエネルギーの融合とエネルギーの融合

・ビッグデータ・ビッグデータ・ビッグデータ・ビッグデータから広がるオープンから広がるオープンから広がるオープンから広がるオープン

な世界（サイバーフィジカルシステな世界（サイバーフィジカルシステな世界（サイバーフィジカルシステな世界（サイバーフィジカルシステ

ム）ム）ム）ム）

革新的な技術のさらに向こうにある革新的な技術のさらに向こうにある革新的な技術のさらに向こうにある革新的な技術のさらに向こうにある

地平線の技術をも俯瞰し、どのよう地平線の技術をも俯瞰し、どのよう地平線の技術をも俯瞰し、どのよう地平線の技術をも俯瞰し、どのよう

な世界が出現するかに思いを寄せな世界が出現するかに思いを寄せな世界が出現するかに思いを寄せな世界が出現するかに思いを寄せ

ながら、東京会議の総括とするながら、東京会議の総括とするながら、東京会議の総括とするながら、東京会議の総括とする

関連する関連する関連する関連する

会議コンセプト会議コンセプト会議コンセプト会議コンセプト

Platforms
Collaboration,
Connectivity

Opportunities, 
Connectivity

Plenary Sessionsテーマ

2013年2月



Executive Sessions

順不同 タイトル 内容 企画

追加

登壇者

1
Benefits and Returns on Investment for Real World ITS 
Applications

ITS導入による交通課題解決の効果、投資対効果

ITSの導入には、その効果を明確化し投資対効果を提示することが必須である。効果評価に基づく最適な導入計画策定に何が必要か

議論する。

AP AM

2 Emerging business opportunies for GNSS technology
衛星測位技術を活用したビジネスチャンス

ナビゲーションシステムの中核技術として衛星測位が使われてきたが、各国が新たな測位システムを次々に立ち上げ、応用分野も広

がってきた。政策、新たなビジネスなどの観点で将来展望について議論する。

AP AM

3 Autonomous Vehicles -- The Path to Implementation
自動運転 - 実用化への道のり

自律自動運転技術の開発が進み、実用化も近いのではないかと考えられるようになった。自律運転支援、協調型運転支援、自動運転

の技術と考え方、法的枠組みなど多面的に実用化への道を探る。

AM EU

4 International Spectrum Allocation Polices
各国の周波数割り当て政策

周波数割り当ては、安全運転支援などの公共性と通信事業者の事業展開戦略のはざまで慎重に行われる。電波政策の専門家が事

例を共有し、バランスのとれた周波数割り当てのあり方について議論する。

AM AP

5 Connected Vehicles - Preparing for Deployment
協調型システムの実用化に向けて

2013年は協調型システムの実用化のカギを握る年である。官民連携した実証実験が進み、導入の政策や民間の製品化の意思決定

が行われる。世界からこの分野のリーダーが集まり実用化に向けての動きを議論する。

AM EU

6 ITS Policy and Vision
ITSの政策とビジョン

スマートシティにおけるエネルギーと交通システムの融合、ビッグデータのオープンプラットフォーム構築と活用など新たなシステムの

実用化には、明確な政策的意思が必要である。世界のリーダーがITSの導入を促進する政策論を展開する。

EU AP

7 Progressing safety for all users through ITS
世界におけるITSを活用した交通安全の取り組み

車両安全技術や協調型システムは交通事故対策に効果的であるが、二輪車、自転車、歩行者の事故削減は大きな課題として残って

いる。ITS技術を活用した交通安全対策について議論する。

EU AM

8 Coorerative strategies for urban traffic management
都市の協調型交通マネッジメント戦略

情報通信技術が浸透し、出発前、移動中にも最新の情報を活用して移動手段やルートを選択するようになってきた。このような進展に

呼応した交通管理やインフラの有効活用に資する事業者と連携した政策について議論する。

AP EU

9 Deployment of cooperative safety and energy efficient services
協調型安全運転支援およびエネルギー効率向上

協調型システムは安全やエネルギー効率向上に効果的であることに加えて新たなサービス市場をもたらすことが期待される。そのた

めの国際標準化や市場創出について議論する。

EU AP

10 ITS enabling next generation mobility
次世代モビリティーを支えるITS
都市交通に導入が進む、新たなタイプの車両やオンディマンド・サービス、カーシェアリングなどの多様な利用形態をつなぐITSシステ

ムについて議論する。

EU AP

11
The New Normal: the integration of ITS with other technology 
sectors

ITSと他の技術分野との融合

プローブ情報収集、ビッグデータ解析、データ活用オープンプラットフォームなど、新たな交通情報アーキテクチャーとその展開につい

て議論する。

AM EU

12
International cooperation - Acceleration for ITS development and 

deployment

ITSの開発および実用化における国際連携

欧米亜の三極は協調型運転支援システムについて国際調和を図る活動を進めたきた。その最新状況と今後の加速展開について議

論する。

AP AM



1.1.1.1. SIS:SIS:SIS:SIS: 66666666セッション＋１ワークショップセッション＋１ワークショップセッション＋１ワークショップセッション＋１ワークショップ(2(2(2(2コマ）コマ）コマ）コマ）

� 各極割当セッション： AM18/EU20/AP20 → 58セッション

� “Cooperative Systems Workshop”(仮称）： 2セッション相当

� IBEC（ITSの効果評価） → 5セッション

� Recurrent Sessions →3セッション

今後の世界会議、大規模イベント時のITS 、女性ITS

2. 2. 2. 2. 別枠：主催者独自セッション別枠：主催者独自セッション別枠：主催者独自セッション別枠：主催者独自セッション

“Host Selected Session” →19セッション

� 狙い：

AP地域のITSの活動を特に選別し束ねることで、海外に向け

た一層のアピールを狙う

� 選定要件：

１）host地域であるAP地域のオーガナイズセッション

２）内容的に主にAP地域の活動を中心に据えているセッション

Special Interest Sessions



展示場及びアトリウムレイアウト（案）展示場及びアトリウムレイアウト（案）展示場及びアトリウムレイアウト（案）展示場及びアトリウムレイアウト（案）

� ビッグサイト西館（１階 屋内20,000㎡、700小間）にて実施

� 現在、出展社募集中（申込状況： 86% ※3/11現在）

20受付け（２Ｆ）

≪アトリウム企画概要≫

◇運営

２つのゾーンに分けて運営

・展示ゾーン

・イベントゾーン

◇主な検討テーマ

・市民参加

・3極連携

・20周年記念

・CEATEC・TMS(SMC)連携

アトリウム

５９９

７００

公開セッション公開セッション公開セッション公開セッション

共同展示共同展示共同展示共同展示

ショーケースショーケースショーケースショーケース

解説展示解説展示解説展示解説展示



アトリウム企画検討（案）

検討中の概略検討案

◇イベント検討（案）

１．ITSによって変容する未来の東京と都民の生活に関する講演

２．東京の交通を支える事業（渋滞対策、災害時の交通確保）

３．３イベント連携対談（CEATEC/東京MS/ITS 世界会議）

４．ITSの歩みを時系列で進めるイベント

５．市民参加でイベント内容は訴えかけるテーマを盛込む

６．３極連携イベント（自動運転、都市CO2排出量削減、災害）

７．日本の地域ITS取組み状況と今後の展開（市民向けシンポ、トーク）

◇展示検討（案）

１．ITSの歩みと世界会議20周年展示

２．年表形式のパネル展示以外の表現方法（iPad、ナビとのリンク等）

３．囲い込み年表パネル展示

４．３極連携展示（自動運転、都市CO2排出量削減、災害）

５．世界会議の映像配信

６．触れる展示でITSの過去を振返り、語り合う



欧・米・アジア太平洋と連携した特別企画（案）欧・米・アジア太平洋と連携した特別企画（案）欧・米・アジア太平洋と連携した特別企画（案）欧・米・アジア太平洋と連携した特別企画（案）

自動運転:交通事故ゼロ/渋滞ゼロを目指す高度運転支援システム

二酸化炭素排出削減:低炭素社会実現のための二酸化炭素排出量評価

防災対策:移動支援情報プラットフォームによる平常時/災害時対応

・ 日米欧参加の共同デモンストレーション

・ 公開ディスカッション（アトリウム・イベント）

自動車メーカートップ・技術者と市民・ジャーナリストとの対話

・ 世界会議20周年共同展示（アトリウム）

・ 日米欧共同の排出量可視化技術ワークショップ（エネルギーITS）

・ 公開ディスカッション（アトリウム・イベント）

各国モデル都市の設定と排出削減対策コンペのキックオフ

・ 公開ディスカッション（アトリウム・イベント）

日米欧の大規模災害対策の事例共有化

・ 日本での取り組みの現地視察（Technical Visit、Post-Congress Tour）

・ 専門家セッション（Executive Session、Special Interest Session）

・ 専門家セッション（Executive Session、Special Interest Session）

・ 専門家セッション（Plenary Session、Special Interest Session）



ショーケース

� 未来のＩＴＳ（実験段階のものやこれから実用化を目指すもの）を見学、体

験していただく

� 会場として、公道利用タイプと世界会議会場施設（屋外、屋上、屋内）を

利用したタイプを予定

タイプタイプタイプタイプ 候補案件候補案件候補案件候補案件

会

場

外

公道利用

次世代協調型システム（ITS Green Safety）

情報提供高度化（次世代ＶＩＣＳ、震災時提供、クラウド連携、

ＩＴＳスポット補完）、高度運転支援、信号制御

会

場

施

設

屋外 自動運転、安全運転支援、災害時ネットワーク

屋上 駐車支援（スマートパーキング&チャージング）

屋内 歩行者ナビゲーション

23



Showcase (tentative)

Approx. 17 showcases

Candidates

ITS Green Safety
(Next generation cooperative systems)

レ

Next generation VICS レ

Advanced driving support systems レ

Advanced signal control レ

Automated driving/parking レ レ

Smart EV charging レ

Traffic information delivery toward smartphones 
incorporated with cloud system 

レ

Integrated Information delivery systems in
emergency situations 

レ レ

Advanced ITS-based medical emergency systems レ

1 2 3 4 5 6
レ

レ レ

レ
レ

レ
レ

レ

レ

レ

レ

レ

レ

レ レ レ

レ

レ

レ

レ

レ レ

レ

レ

レ

レ

レ レ

レ

Black indicates relevant topics24



ショーケース会場（屋外・屋上）

25

Tokyo Big Sight

Public road 



●屋外/屋上展示場のデモフィールドの配分

C

F

E

26

駐車系

海外向け

小型

ﾓﾋﾞﾘﾃｨ

系

A

B

V2X系

デモ参加者、見学者

テクニカルビジットバス、GALAバス

デモ車両発着/保管場所

参加者待機場所

事前説明

ブース

D

ショーケース概要ショーケース概要ショーケース概要ショーケース概要

屋上

屋外



テクニカルビジット（会期内での有料視察）候補一覧

ツアー名ツアー名ツアー名ツアー名 概要概要概要概要

警視庁交通管制センターと警視庁交通管制センターと警視庁交通管制センターと警視庁交通管制センターと

東京都防災センター東京都防災センター東京都防災センター東京都防災センター

・警視庁交通管制センター：スムーズな交通流を実現するために7,000基以上の交通信号機を制御。 大

規模災害のような非常事態に備える機能がある。

・東京都防災センター：大規模地震等の発生時には、都知事を長とする災害対策本部が設置され、自

衛隊、警察、消防など防災機関との情報連絡や、災害対応全般のオペレーションを行う拠点。

「ゆりかもめ」中央指令室と「ゆりかもめ」中央指令室と「ゆりかもめ」中央指令室と「ゆりかもめ」中央指令室と

公共交通乗車体験公共交通乗車体験公共交通乗車体験公共交通乗車体験

新交通システムを含むスムーズで便利な公共交通機関の乗車体験。

１枚のＩＣカードで、３路線を乗り継いで確実に時間通りに移動できることを体験。

（ 「ゆりかもめ」中央指令室の見学やビデオ視聴も含む）

臨海トンネル監視センターと臨海トンネル監視センターと臨海トンネル監視センターと臨海トンネル監視センターと

大井コンテナターミナル大井コンテナターミナル大井コンテナターミナル大井コンテナターミナル

・臨海トンネル監視センター：４本のトンネルと２つの橋を総合監視。

・大井コンテナターミナル：効率的出し入れを可能とする革新的なコンテナ専用立体格納庫を保有。

この世界初のシステムがどのようにヤード利用の効率化と環境改善をしたかについて見学する。

また、「東京ゲートブリッジ」を車内から見学する。

先進の交通管制センターと先進の交通管制センターと先進の交通管制センターと先進の交通管制センターとVICSVICSVICSVICS

日本で最大規模の警視庁交通管制センターと最新鋭の千葉県警交通管制センターを見学する。

移動中のバス内では、現在運用中のＶＩＣＳと開発中の次世代ＶＩＣＳを紹介する。これらを通じて、交通

管制、信号制御、交通情報、プローブ情報等を活用した情報提供など、先進的な交通管理システムの

理解を深める。

横浜みなと未来Ｖ２Ｉ横浜みなと未来Ｖ２Ｉ横浜みなと未来Ｖ２Ｉ横浜みなと未来Ｖ２Ｉ

～交通管制センターの見学と路車協～交通管制センターの見学と路車協～交通管制センターの見学と路車協～交通管制センターの見学と路車協

調システムの体験～調システムの体験～調システムの体験～調システムの体験～

神奈川県警交通管制センターを見学し、最新の交通信号の制御と路車協調システムを体験する。

プロファイル信号制御導入路線をバス乗車にて体験する。

また、歩行者等支援情報通信システム（PICS）と路車間通信利用安全運転支援システム（DSSS）と世

界初の路車協調信号制御システム（V2I）を体験する。

横浜スマートモビリティ横浜スマートモビリティ横浜スマートモビリティ横浜スマートモビリティ

横浜市における次世代交通ビジョンを自治体とモビリティ企業等のコラボレーションにより発信する。

YOKOHAMA Mobility “Project ZERO”(YMPZ)、横浜スマートシティプロジェクト（YSCP）のフィールドで、

先進的環境づくりを推進する「みなとみらい21」エリアで、次世代交通ビジョンの一場面を体験する。

（低炭素の超小型モビリティ／モビリティ＆エネルギーマネジメント＆ＩＣＴ）

柏柏柏柏ITSITSITSITSスマートシティスマートシティスマートシティスマートシティ

「柏ITSスマートシティ」構想によるまちづくりとモビリティ活用について、東京大学柏キャンパスと柏の葉

アーバンデザインセンター（UDCK）を訪問し、キャパシタEV、オンデマンド交通、パーソナルモビリティ、

複合現実感（MR)による交通状況の可視化のような様々な革新的なITSテクノロジーを見学する。

HondaHondaHondaHondaスマートホームシステムとスマートホームシステムとスマートホームシステムとスマートホームシステムと

ソーラー水素ステーションソーラー水素ステーションソーラー水素ステーションソーラー水素ステーション

埼玉県さいたま市及び埼玉県庁に設置されたHondaスマートホームシステムやソーラー水素ステーショ

ンを訪問し、電気自動車や燃料電池電気自動車と連携したHondaの先進的な環境エネルギー技術を体

験する。

高速道路交通管制センターと高速道路交通管制センターと高速道路交通管制センターと高速道路交通管制センターと

保守運用設備保守運用設備保守運用設備保守運用設備

日本で最大の高速道路会社の１つであるネクスコ中日本が、先進的な川崎交通管制センター、海老名

SA、最新のITS技術を活用した道路維持管理車両を紹介する。海老名SAには巨大ショッピングモール

等の楽しめる多くの設備あり、そこで駐車場誘導、情報ターミナル、非接触ＥＶ給電などを体験する。
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ポストコングレスツアー（会期後の有料視察）候補一覧

ツアー名ツアー名ツアー名ツアー名 概要概要概要概要

あいち／豊田あいち／豊田あいち／豊田あいち／豊田ITSITSITSITSサムライツアーサムライツアーサムライツアーサムライツアー

無線通信を使った安全運転支援システム（DSSS）、最新のITS技術と低炭素社会の融合を実

現した「とよたエコフルタウン」、ITS技術を使って中部地域の道路情報を収集・提供する「統

合道路情報管理センター」を見学する。 さらに、「トヨタ会館ミュージアム」の見学、磁気浮上

式リニアモーターカー「リニモ」の試乗、サムライの歴史に触れることのできる徳川美術館・名

古屋城を見学する。

長崎長崎長崎長崎EV&ITSEV&ITSEV&ITSEV&ITS

～エコアイランド五島へ～～エコアイランド五島へ～～エコアイランド五島へ～～エコアイランド五島へ～

「長崎EV&ITS（エビッツ）」は140あまりの島から成る五島地域で行われている、EV等とITSが

連動した「未来型ドライブ観光システム」の構築や、EVとエネルギーシステムが連携した「エコ

アイランド」の実現を目指すプロジェクト。参加者は「遣唐使ふるさと館」で急速充電をしたり、

EVやITSスポットを用いて「未来型ドライブ観光」を体験すると共に、世界遺産候補の1つであ

る五島地域の自然の素晴らしさや遣唐使・キリスト教等にまつわる史跡も見学する。

新東名高速道路ツアー新東名高速道路ツアー新東名高速道路ツアー新東名高速道路ツアー

～次世代高速道路～～次世代高速道路～～次世代高速道路～～次世代高速道路～

新東名高速道路のドライブを通して最新のITS技術と観光を体験する。テクニカルビジット「高速道路交

通管制センターと保守運用設備」と同じ川崎交通管制センターを訪問し、新富士ICにて最新の遠隔対

応料金設備、駿河湾沼津SAにて維持管理車両デモ、駐車場誘導、非接触ＥＶ給電などを体験する。

釜石市のオンデマンド釜石市のオンデマンド釜石市のオンデマンド釜石市のオンデマンド

交通システム交通システム交通システム交通システム

東日本大震災の甚大な被害から再建中の釜石市のオンデマンド交通システムを見学する。被災地交

通支援に対するＩＴＳ技術の活用事例として、復興による街の発展に伴って変化する住民の移動ニーズ

（仮設住宅、仮設店舗から復興住宅、常設商業地）に対応可能なオンデマンド交通システムを紹介す

る。あわせて世界遺産「平泉」も見学する。

エネルギーエネルギーエネルギーエネルギーITSITSITSITS自動運転隊列走行自動運転隊列走行自動運転隊列走行自動運転隊列走行

システムシステムシステムシステム

エネルギーＩＴＳプロジェクトでは、自動車からのCO

2

排出量削減、省エネルギーを目的としてトラックの

自動運転隊列走行システムの技術開発を行った。走行デモンストレーションという手段によって、こうし

た技術の進展度と近い将来の走行システムの姿を具体的な形で提示する。

広島における世界初の路面電車広島における世界初の路面電車広島における世界初の路面電車広島における世界初の路面電車

---- 自動車間通信自動車間通信自動車間通信自動車間通信ASVASVASVASVデモデモデモデモ

車車間通信車載器を装備した広島市内の一般道を走行する広島電鉄車両とマツダ乗用車間による

『接近情報通知サービス』を体験する。また、体験の前後で、マツダミュージアムと２つの世界遺産（厳

島神社、原爆ドーム）を見学する。
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スポンサー
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（3月26日現在）



２０１３年のＩＴS世界会議東京へ参加を！

ＪＯＩＮＪＯＩＮＪＯＩＮＪＯＩＮ and ＳＨＡＲＥＳＨＡＲＥＳＨＡＲＥＳＨＡＲＥ

http://www.itsworldcongress.jp/japanese/ 30


