
２０１４年 ２月１３日

特定非営利活動法人 ＩＴＳ Ｊａｐａｎ

ＩＴＳ Ｊａｐａｎからの報告

今年度の活動



地域と連携したＩＴＳ展開促進地域と連携したＩＴＳ展開促進地域と連携したＩＴＳ展開促進地域と連携したＩＴＳ展開促進
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・各地域でＩＴＳの活用により課題解決を図るべく活動している地域ＩＴＳ推進団体と・各地域でＩＴＳの活用により課題解決を図るべく活動している地域ＩＴＳ推進団体と・各地域でＩＴＳの活用により課題解決を図るべく活動している地域ＩＴＳ推進団体と・各地域でＩＴＳの活用により課題解決を図るべく活動している地域ＩＴＳ推進団体と

連携して、「地域ＩＴＳ推進団体連絡会」を毎年開催。連携して、「地域ＩＴＳ推進団体連絡会」を毎年開催。連携して、「地域ＩＴＳ推進団体連絡会」を毎年開催。連携して、「地域ＩＴＳ推進団体連絡会」を毎年開催。

・ＩＴＳ関係４省庁と地域ＩＴＳ推進団体が一堂に会し、各省庁の取り組みを地域に・ＩＴＳ関係４省庁と地域ＩＴＳ推進団体が一堂に会し、各省庁の取り組みを地域に・ＩＴＳ関係４省庁と地域ＩＴＳ推進団体が一堂に会し、各省庁の取り組みを地域に・ＩＴＳ関係４省庁と地域ＩＴＳ推進団体が一堂に会し、各省庁の取り組みを地域に

展開、また地域間が相互に交流、意見交換を行うことにより、直面している展開、また地域間が相互に交流、意見交換を行うことにより、直面している展開、また地域間が相互に交流、意見交換を行うことにより、直面している展開、また地域間が相互に交流、意見交換を行うことにより、直面している

課題を共有、解決の糸口を見つけ、ＩＴＳの普及促進を促すことを目的としている。課題を共有、解決の糸口を見つけ、ＩＴＳの普及促進を促すことを目的としている。課題を共有、解決の糸口を見つけ、ＩＴＳの普及促進を促すことを目的としている。課題を共有、解決の糸口を見つけ、ＩＴＳの普及促進を促すことを目的としている。

・２０１１年度より、地域との情報を共有する場の充実を図ることを目的に・２０１１年度より、地域との情報を共有する場の充実を図ることを目的に・２０１１年度より、地域との情報を共有する場の充実を図ることを目的に・２０１１年度より、地域との情報を共有する場の充実を図ることを目的に

「ＩＴＳ地域交流会」の取り組みを開始。「ＩＴＳ地域交流会」の取り組みを開始。「ＩＴＳ地域交流会」の取り組みを開始。「ＩＴＳ地域交流会」の取り組みを開始。

地域活動の支援と地域間の情報交換の促進

地域ＩＴＳ推進団体連絡会地域ＩＴＳ推進団体連絡会地域ＩＴＳ推進団体連絡会地域ＩＴＳ推進団体連絡会

ＩＴＳ地域交流会ＩＴＳ地域交流会ＩＴＳ地域交流会ＩＴＳ地域交流会



今年度の地域今年度の地域今年度の地域今年度の地域ＩＴＳ活動ＩＴＳ活動ＩＴＳ活動ＩＴＳ活動

年間活動サイクル年間活動サイクル年間活動サイクル年間活動サイクル 次年度次年度次年度次年度

１Ｑ１Ｑ１Ｑ１Ｑ ２Ｑ２Ｑ２Ｑ２Ｑ ３Ｑ３Ｑ３Ｑ３Ｑ ４Ｑ４Ｑ４Ｑ４Ｑ １Ｑ～４Ｑ１Ｑ～４Ｑ１Ｑ～４Ｑ１Ｑ～４Ｑ

自治体自治体自治体自治体

地域団体地域団体地域団体地域団体

事業体事業体事業体事業体

ＩＴＳＩＴＳＩＴＳＩＴＳ ＪａｐａｎＪａｐａｎＪａｐａｎＪａｐａｎ

各地域・自治体などでの具体的な活動各地域・自治体などでの具体的な活動各地域・自治体などでの具体的な活動各地域・自治体などでの具体的な活動

地域の関係組織・団体地域の関係組織・団体地域の関係組織・団体地域の関係組織・団体

情報の発信、収集、情報の発信、収集、情報の発信、収集、情報の発信、収集、

整理、意見交換整理、意見交換整理、意見交換整理、意見交換

地域の関係組織・団体地域の関係組織・団体地域の関係組織・団体地域の関係組織・団体

情報の発信、収集、情報の発信、収集、情報の発信、収集、情報の発信、収集、

整理、意見交換整理、意見交換整理、意見交換整理、意見交換

地域の関係組織・団体地域の関係組織・団体地域の関係組織・団体地域の関係組織・団体

情報の発信、収集、情報の発信、収集、情報の発信、収集、情報の発信、収集、

整理、意見交換整理、意見交換整理、意見交換整理、意見交換

地域の関係組織・団体地域の関係組織・団体地域の関係組織・団体地域の関係組織・団体

情報の発信、収集、情報の発信、収集、情報の発信、収集、情報の発信、収集、

整理、意見交換整理、意見交換整理、意見交換整理、意見交換

地域の関係組織・団体地域の関係組織・団体地域の関係組織・団体地域の関係組織・団体

関係省庁の担当関係省庁の担当関係省庁の担当関係省庁の担当

年度の総括年度の総括年度の総括年度の総括

情報横展開・交流情報横展開・交流情報横展開・交流情報横展開・交流

①①①① ホームページ、メルマガ、他による地域の情報交流促進、情報蓄積ホームページ、メルマガ、他による地域の情報交流促進、情報蓄積ホームページ、メルマガ、他による地域の情報交流促進、情報蓄積ホームページ、メルマガ、他による地域の情報交流促進、情報蓄積

②②②② ITS Japan会員企業、団体等への情報展開会員企業、団体等への情報展開会員企業、団体等への情報展開会員企業、団体等への情報展開

③③③③ 適切な状況把握に基づいた、社会への提言活動適切な状況把握に基づいた、社会への提言活動適切な状況把握に基づいた、社会への提言活動適切な状況把握に基づいた、社会への提言活動

実現事例

課題・工夫

実現事例

課題・工夫

実現事例

課題・工夫
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ＩＴＳＩＴＳＩＴＳＩＴＳ 地域地域地域地域

交流会交流会交流会交流会

地域ＩＴＳ地域ＩＴＳ地域ＩＴＳ地域ＩＴＳ

推進団体推進団体推進団体推進団体

連絡会連絡会連絡会連絡会

7月月月月31日日日日
熊本で熊本で熊本で熊本で開催開催開催開催

ＩＴＳ世界会議ＩＴＳ世界会議ＩＴＳ世界会議ＩＴＳ世界会議

10月月月月15日セッション日セッション日セッション日セッション

10月月月月17日アトリウム日アトリウム日アトリウム日アトリウム

2月月月月13日日日日
静岡静岡静岡静岡でででで開催開催開催開催



地域ＩＴＳ活動の位置付け
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企業企業企業企業 等

社会

国際社会

国産産産産

自治体自治体自治体自治体

学学学学

民民民民

ITS Japan

国や社会、国際社会国や社会、国際社会国や社会、国際社会国や社会、国際社会

に対し、課題やあるに対し、課題やあるに対し、課題やあるに対し、課題やあるべべべべ

き姿、ありたい姿を提言き姿、ありたい姿を提言き姿、ありたい姿を提言き姿、ありたい姿を提言

≪≪≪≪メインストリームのミッションメインストリームのミッションメインストリームのミッションメインストリームのミッション≫≫≫≫

会員企業

各地域各地域各地域各地域

先行地域先行地域先行地域先行地域

住民住民住民住民（自治体）

生活向上

利便性アップ

住民ｻｰﾋﾞｽ実現

地域間の情報流通支援

地域状況の把握

提言提言提言提言

具体化具体化具体化具体化

普及展開普及展開普及展開普及展開

事業創出

サ

ー

ビ

ス

サ

ー

ビ

ス

サ

ー

ビ

ス

サ

ー

ビ

ス

１．地域（フィールド）の状況を正しく把握し、社会への適切な提言を推進１．地域（フィールド）の状況を正しく把握し、社会への適切な提言を推進１．地域（フィールド）の状況を正しく把握し、社会への適切な提言を推進１．地域（フィールド）の状況を正しく把握し、社会への適切な提言を推進

２２２２．コーディネータと連携しながら、地域．コーディネータと連携しながら、地域．コーディネータと連携しながら、地域．コーディネータと連携しながら、地域への情報提供・情報への情報提供・情報への情報提供・情報への情報提供・情報流通を支援流通を支援流通を支援流通を支援
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http://www.its-jp.org/wp-content/uploads/2013/11/ITS-future-vision_j_140130.pdf



地域での課題と解決への取組み地域での課題と解決への取組み地域での課題と解決への取組み地域での課題と解決への取組み

★地域での情報の共有、活用による解決の取組み★地域での情報の共有、活用による解決の取組み★地域での情報の共有、活用による解決の取組み★地域での情報の共有、活用による解決の取組み
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地域の交通の課題（例）地域の交通の課題（例）地域の交通の課題（例）地域の交通の課題（例）

◆渋滞緩和◆渋滞緩和◆渋滞緩和◆渋滞緩和

◆運用コストの削減、過疎化・合併◆運用コストの削減、過疎化・合併◆運用コストの削減、過疎化・合併◆運用コストの削減、過疎化・合併などなどなどなど

◆多様な交通手段の選択◆多様な交通手段の選択◆多様な交通手段の選択◆多様な交通手段の選択

◆バス待ち環境◆バス待ち環境◆バス待ち環境◆バス待ち環境改善改善改善改善

◆環境負荷低減、観光、高齢化◆環境負荷低減、観光、高齢化◆環境負荷低減、観光、高齢化◆環境負荷低減、観光、高齢化などなどなどなど

◆◆◆◆安全・安心安全・安心安全・安心安全・安心

地域の交通の課題（例）地域の交通の課題（例）地域の交通の課題（例）地域の交通の課題（例）

◆渋滞緩和◆渋滞緩和◆渋滞緩和◆渋滞緩和

◆運用コストの削減、過疎化・合併◆運用コストの削減、過疎化・合併◆運用コストの削減、過疎化・合併◆運用コストの削減、過疎化・合併などなどなどなど

◆多様な交通手段の選択◆多様な交通手段の選択◆多様な交通手段の選択◆多様な交通手段の選択

◆バス待ち環境◆バス待ち環境◆バス待ち環境◆バス待ち環境改善改善改善改善

◆環境負荷低減、観光、高齢化◆環境負荷低減、観光、高齢化◆環境負荷低減、観光、高齢化◆環境負荷低減、観光、高齢化などなどなどなど

◆◆◆◆安全・安心安全・安心安全・安心安全・安心

コミュニティの動きコミュニティの動きコミュニティの動きコミュニティの動き

◇◇◇◇Fix My Street  JapanFix My Street  JapanFix My Street  JapanFix My Street  Japan

◇◇◇◇Open Knowledge Foundation Open Knowledge Foundation Open Knowledge Foundation Open Knowledge Foundation 

◇◇◇◇Linked Open DataLinked Open DataLinked Open DataLinked Open Data

コミュニティの動きコミュニティの動きコミュニティの動きコミュニティの動き

◇◇◇◇Fix My Street  JapanFix My Street  JapanFix My Street  JapanFix My Street  Japan

◇◇◇◇Open Knowledge Foundation Open Knowledge Foundation Open Knowledge Foundation Open Knowledge Foundation 

◇◇◇◇Linked Open DataLinked Open DataLinked Open DataLinked Open Data

政府政府政府政府 ITITITIT総合戦略総合戦略総合戦略総合戦略

◇ビッグデータ・オープンデータの活用◇ビッグデータ・オープンデータの活用◇ビッグデータ・オープンデータの活用◇ビッグデータ・オープンデータの活用

◇新産業創出◇新産業創出◇新産業創出◇新産業創出

政府政府政府政府 ITITITIT総合戦略総合戦略総合戦略総合戦略

◇ビッグデータ・オープンデータの活用◇ビッグデータ・オープンデータの活用◇ビッグデータ・オープンデータの活用◇ビッグデータ・オープンデータの活用

◇新産業創出◇新産業創出◇新産業創出◇新産業創出

大規模なインフラ投資大規模なインフラ投資大規模なインフラ投資大規模なインフラ投資

による解決は困難による解決は困難による解決は困難による解決は困難

ＩＴＳのパラダイムシフトＩＴＳのパラダイムシフトＩＴＳのパラダイムシフトＩＴＳのパラダイムシフト

◇◇◇◇ITSITSITSITS活用の対象とすべき範囲の拡大活用の対象とすべき範囲の拡大活用の対象とすべき範囲の拡大活用の対象とすべき範囲の拡大

◇◇◇◇共通プラットフォーム活用へのシステムの構造共通プラットフォーム活用へのシステムの構造共通プラットフォーム活用へのシステムの構造共通プラットフォーム活用へのシステムの構造変化変化変化変化

◇◇◇◇自動車の情報ネットワークとのつながりの進展自動車の情報ネットワークとのつながりの進展自動車の情報ネットワークとのつながりの進展自動車の情報ネットワークとのつながりの進展

ＩＴＳのパラダイムシフトＩＴＳのパラダイムシフトＩＴＳのパラダイムシフトＩＴＳのパラダイムシフト

◇◇◇◇ITSITSITSITS活用の対象とすべき範囲の拡大活用の対象とすべき範囲の拡大活用の対象とすべき範囲の拡大活用の対象とすべき範囲の拡大

◇◇◇◇共通プラットフォーム活用へのシステムの構造共通プラットフォーム活用へのシステムの構造共通プラットフォーム活用へのシステムの構造共通プラットフォーム活用へのシステムの構造変化変化変化変化

◇◇◇◇自動車の情報ネットワークとのつながりの進展自動車の情報ネットワークとのつながりの進展自動車の情報ネットワークとのつながりの進展自動車の情報ネットワークとのつながりの進展

自治体のオープンデータへの取組み自治体のオープンデータへの取組み自治体のオープンデータへの取組み自治体のオープンデータへの取組み

◇自治体での先進的取り組み◇自治体での先進的取り組み◇自治体での先進的取り組み◇自治体での先進的取り組み 鯖江市他鯖江市他鯖江市他鯖江市他

◇◇◇◇ビッグデータ・オープンデータ活用推進協議会ビッグデータ・オープンデータ活用推進協議会ビッグデータ・オープンデータ活用推進協議会ビッグデータ・オープンデータ活用推進協議会

千葉市他、４市千葉市他、４市千葉市他、４市千葉市他、４市

自治体のオープンデータへの取組み自治体のオープンデータへの取組み自治体のオープンデータへの取組み自治体のオープンデータへの取組み

◇自治体での先進的取り組み◇自治体での先進的取り組み◇自治体での先進的取り組み◇自治体での先進的取り組み 鯖江市他鯖江市他鯖江市他鯖江市他

◇◇◇◇ビッグデータ・オープンデータ活用推進協議会ビッグデータ・オープンデータ活用推進協議会ビッグデータ・オープンデータ活用推進協議会ビッグデータ・オープンデータ活用推進協議会

千葉市他、４市千葉市他、４市千葉市他、４市千葉市他、４市



第５回第５回第５回第５回ITS地域交流会地域交流会地域交流会地域交流会 in 熊本熊本熊本熊本

～～～～交通まちづくりとＩＴＳ／ＩＣＴの利用を考える交通まちづくりとＩＴＳ／ＩＣＴの利用を考える交通まちづくりとＩＴＳ／ＩＣＴの利用を考える交通まちづくりとＩＴＳ／ＩＣＴの利用を考える～～～～

実施実施実施実施の背景の背景の背景の背景

近年、地域においては、少子化、高齢化、過疎化、産業衰退が進むなかで、

ＩＴＳ／ＩＣＴ技術を活用して、地域モビリティを確保しつつ魅力あるまちづくりを進める取

組みが注目されている。

熊本県内の自治体の都市計画や交通政策に係わる政策担当者都市計画や交通政策に係わる政策担当者都市計画や交通政策に係わる政策担当者都市計画や交通政策に係わる政策担当者と（一財）九州経済

連合会の会員を参加対象者として、有識者による講演、地域で取組まれている具体

的な施策の事例紹介、参加者全員によるワークショップワークショップワークショップワークショップを行った。

日日日日 時時時時：：：： 2013年年年年7月月月月31日日日日 【【【【水水水水】】】】 13:30 ～～～～ 17:30

会会会会 場：熊本市国際交流会館場：熊本市国際交流会館場：熊本市国際交流会館場：熊本市国際交流会館 ホールホールホールホール
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■■■■交流会参加者交流会参加者交流会参加者交流会参加者

大学、研究機関等有識者大学、研究機関等有識者大学、研究機関等有識者大学、研究機関等有識者 ５５５５名名名名

事例発表者（企業、自治体）事例発表者（企業、自治体）事例発表者（企業、自治体）事例発表者（企業、自治体） ３名３名３名３名

熊本熊本熊本熊本県県県県 ８８８８名名名名

熊本熊本熊本熊本県内県内県内県内の市町村の市町村の市町村の市町村 ３３３３３３３３名名名名

九州経済連合会九州経済連合会九州経済連合会九州経済連合会 ２３２３２３２３名名名名

スタッフスタッフスタッフスタッフ ６６６６名名名名

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

合計合計合計合計 ７８７８７８７８名名名名

■講演と取組み紹介の内容■講演と取組み紹介の内容■講演と取組み紹介の内容■講演と取組み紹介の内容

講演講演講演講演１：三位一体で進める熊本市公共交通の再デザイン１：三位一体で進める熊本市公共交通の再デザイン１：三位一体で進める熊本市公共交通の再デザイン１：三位一体で進める熊本市公共交通の再デザイン

講演２：総合都市交通計画とＩＴＳ活用のポイント講演２：総合都市交通計画とＩＴＳ活用のポイント講演２：総合都市交通計画とＩＴＳ活用のポイント講演２：総合都市交通計画とＩＴＳ活用のポイント

取組み取組み取組み取組み紹介紹介紹介紹介

①予約型乗合タクシーの取り組み①予約型乗合タクシーの取り組み①予約型乗合タクシーの取り組み①予約型乗合タクシーの取り組み

②中心市街地における都市改変事業の取り組み②中心市街地における都市改変事業の取り組み②中心市街地における都市改変事業の取り組み②中心市街地における都市改変事業の取り組み

③双方向通信型バスロケーションシステム③双方向通信型バスロケーションシステム③双方向通信型バスロケーションシステム③双方向通信型バスロケーションシステム

④簡易バスロケーションシステム④簡易バスロケーションシステム④簡易バスロケーションシステム④簡易バスロケーションシステム



第５回第５回第５回第５回ITS地域交流会地域交流会地域交流会地域交流会 in 熊本熊本熊本熊本
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ワークショップワークショップワークショップワークショップ

～～～～知恵と工夫とアイディアで豊かにできる地域の知恵と工夫とアイディアで豊かにできる地域の知恵と工夫とアイディアで豊かにできる地域の知恵と工夫とアイディアで豊かにできる地域の交通交通交通交通～～～～

＜まとめ＞

✔ＩＴＳは元々は道とクルマを対象として始まったが、近年では公共交通や都

市の人の行動把握などにも使われてきている。

✔自分たちが今使っているものはＩＴＳと呼べるのか？という思いの方も居る

と思う。 ＩＴＳＩＴＳＩＴＳＩＴＳは道具であって、大事なのはそれを使って何をやるのか？は道具であって、大事なのはそれを使って何をやるのか？は道具であって、大事なのはそれを使って何をやるのか？は道具であって、大事なのはそれを使って何をやるのか？どどどど

うううういうサービスいうサービスいうサービスいうサービスを市民を市民を市民を市民に提供したいのか、を先に考える事である。に提供したいのか、を先に考える事である。に提供したいのか、を先に考える事である。に提供したいのか、を先に考える事である。地域地域地域地域公公公公

共共共共交通総合連携計画交通総合連携計画交通総合連携計画交通総合連携計画を十分を十分を十分を十分に議論した後、その中にどうＩＴＳを実装に議論した後、その中にどうＩＴＳを実装に議論した後、その中にどうＩＴＳを実装に議論した後、その中にどうＩＴＳを実装してしてしてして

使って使って使って使っていくのかをいくのかをいくのかをいくのかを考え考え考え考えるるるると良いと良いと良いと良い。。。。

✔✔✔✔「「「「こんな情報が欲しい！」と皆さんから声をあげて、それを実現してこんな情報が欲しい！」と皆さんから声をあげて、それを実現してこんな情報が欲しい！」と皆さんから声をあげて、それを実現してこんな情報が欲しい！」と皆さんから声をあげて、それを実現してくれるくれるくれるくれる

企業企業企業企業をををを探すように探すように探すように探すようにすると、自分たちの町に合ったＩＴＳが作れるすると、自分たちの町に合ったＩＴＳが作れるすると、自分たちの町に合ったＩＴＳが作れるすると、自分たちの町に合ったＩＴＳが作れる。。。。
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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

Openをキーワードにした４つの軸

•Open platforms
•Open connectivity
•Open opportunities
•Open collaboration

Platforms

Connectivity

Opportunities

Collaboration

公開トークセッションのテーマ公開トークセッションのテーマ公開トークセッションのテーマ公開トークセッションのテーマ

テーマテーマテーマテーマ 1 : 自動運転と協調型運転支援システム自動運転と協調型運転支援システム自動運転と協調型運転支援システム自動運転と協調型運転支援システム

- 技術が成熟しつつある自動運転と導入が進む協調型運転支援が

融合する将来への期待と課題について討論。

テーマテーマテーマテーマ 2 : ITSビッグデータの可能性ビッグデータの可能性ビッグデータの可能性ビッグデータの可能性

- 自動車やスマートフォンから収集される膨大なデータが災害対応・エネルギー

効率向上など公共分野で活用され、民間サービスの事業化も急速に進展。
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ビッグデータ、オープンデータビッグデータ、オープンデータビッグデータ、オープンデータビッグデータ、オープンデータ

情報の共有、地域課題の解決情報の共有、地域課題の解決情報の共有、地域課題の解決情報の共有、地域課題の解決



地域の交通課題を世界会議で議論

【【【【地域交通維持地域交通維持地域交通維持地域交通維持】】】】

ITSやﾓﾋﾞﾘﾃｨﾏﾈｼﾞﾒﾝやﾓﾋﾞﾘﾃｨﾏﾈｼﾞﾒﾝやﾓﾋﾞﾘﾃｨﾏﾈｼﾞﾒﾝやﾓﾋﾞﾘﾃｨﾏﾈｼﾞﾒﾝ

ﾄをﾄをﾄをﾄを活用し負活用し負活用し負活用し負のｽﾊﾟｲのｽﾊﾟｲのｽﾊﾟｲのｽﾊﾟｲ

ﾗﾙから脱出を図るﾗﾙから脱出を図るﾗﾙから脱出を図るﾗﾙから脱出を図る

（富山県朝日町）（富山県朝日町）（富山県朝日町）（富山県朝日町）

【【【【コンパクトシティコンパクトシティコンパクトシティコンパクトシティ】】】】

LRT等の交通インフラ等の交通インフラ等の交通インフラ等の交通インフラ

を軸にを軸にを軸にを軸に都市中心部の都市中心部の都市中心部の都市中心部の

魅力を魅力を魅力を魅力を高める高める高める高める

（（（（富山市）富山市）富山市）富山市）

【【【【高齢者モビリティ高齢者モビリティ高齢者モビリティ高齢者モビリティ】】】】

ドアドアドアドア to ドアの移動要望に柔軟にドアの移動要望に柔軟にドアの移動要望に柔軟にドアの移動要望に柔軟に

対応対応対応対応できるデマンドできるデマンドできるデマンドできる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

（釜石市）（釜石市）（釜石市）（釜石市）

【【【【公共交通利用促進公共交通利用促進公共交通利用促進公共交通利用促進】】】】

IT企業と交通行政企業と交通行政企業と交通行政企業と交通行政がががが

協力して様々協力して様々協力して様々協力して様々ななななアイアイアイアイ

ディアを実現ディアを実現ディアを実現ディアを実現

（（（（モントリオール市）モントリオール市）モントリオール市）モントリオール市）

【【【【高齢者モビリティ高齢者モビリティ高齢者モビリティ高齢者モビリティ】】】】

高齢ドライバー高齢ドライバー高齢ドライバー高齢ドライバーの免許返上を支援の免許返上を支援の免許返上を支援の免許返上を支援

する教育や情報する教育や情報する教育や情報する教育や情報提供プログラム提供プログラム提供プログラム提供プログラム

（メルボルン市）（メルボルン市）（メルボルン市）（メルボルン市）
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HS05 ： Next ITS for Sustainable Communities in Rural Cities

世界会議世界会議世界会議世界会議ででででの企画セッションの企画セッションの企画セッションの企画セッション



世界会議イベント：ＩＴＳお役立ちアプリ大集合

◇◇◇◇オープンデータを活用する先進自治体の取組み紹介オープンデータを活用する先進自治体の取組み紹介オープンデータを活用する先進自治体の取組み紹介オープンデータを活用する先進自治体の取組み紹介

→ 国内外のＩＴＳ関係者への気づきを提供

◇◇◇◇先進自治体の取組みを支えるアプリベンダーの取組み紹介先進自治体の取組みを支えるアプリベンダーの取組み紹介先進自治体の取組みを支えるアプリベンダーの取組み紹介先進自治体の取組みを支えるアプリベンダーの取組み紹介

→ オープンプラットフォームの活用事例

◇◇◇◇行政支援、移動支援に役立つアプリの紹介行政支援、移動支援に役立つアプリの紹介行政支援、移動支援に役立つアプリの紹介行政支援、移動支援に役立つアプリの紹介

→ 国内外ＩＴＳ関係者、一般市民への気づきを提供

◇◇◇◇オープンデータを活用する先進自治体の取組み紹介オープンデータを活用する先進自治体の取組み紹介オープンデータを活用する先進自治体の取組み紹介オープンデータを活用する先進自治体の取組み紹介

→ 国内外のＩＴＳ関係者への気づきを提供

◇◇◇◇先進自治体の取組みを支えるアプリベンダーの取組み紹介先進自治体の取組みを支えるアプリベンダーの取組み紹介先進自治体の取組みを支えるアプリベンダーの取組み紹介先進自治体の取組みを支えるアプリベンダーの取組み紹介

→ オープンプラットフォームの活用事例

◇◇◇◇行政支援、移動支援に役立つアプリの紹介行政支援、移動支援に役立つアプリの紹介行政支援、移動支援に役立つアプリの紹介行政支援、移動支援に役立つアプリの紹介

→ 国内外ＩＴＳ関係者、一般市民への気づきを提供
アプリソムリエ：石井寛子アプリソムリエ：石井寛子アプリソムリエ：石井寛子アプリソムリエ：石井寛子
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コラボ

ITSチャレンジの活動（2013/7～活動中）

ﾍﾞﾝﾁｬｰ系のｱﾌﾟﾘ開発者やｺﾐｭﾆﾃｨとの接点づくり

・ITS取組みきっかけ、集いの場

・ビジネスチャンスの創出支援

・既存会員との情報交流



市民協働の取組み

ＷＥＢで市民が投稿、対応状況がわかるＷＥＢで市民が投稿、対応状況がわかるＷＥＢで市民が投稿、対応状況がわかるＷＥＢで市民が投稿、対応状況がわかる

ちばレポってなに？ちばレポってなに？ちばレポってなに？ちばレポってなに？

スマートフォンのアプリやパソコンを使って、スマートフォンのアプリやパソコンを使って、スマートフォンのアプリやパソコンを使って、スマートフォンのアプリやパソコンを使って、

道路・公園などの課題、不具合を地域課題と道路・公園などの課題、不具合を地域課題と道路・公園などの課題、不具合を地域課題と道路・公園などの課題、不具合を地域課題と

して写真、コメント付きで投稿して写真、コメント付きで投稿して写真、コメント付きで投稿して写真、コメント付きで投稿

その課題をみんなと共有し、市民と行政がその課題をみんなと共有し、市民と行政がその課題をみんなと共有し、市民と行政がその課題をみんなと共有し、市民と行政が分分分分

担して担して担して担して解決する仕組み作りのための実証実験解決する仕組み作りのための実証実験解決する仕組み作りのための実証実験解決する仕組み作りのための実証実験

中中中中
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千葉千葉千葉千葉市市市市
ちば市民協働レポート（ちばレポ）実証実験ちば市民協働レポート（ちばレポ）実証実験ちば市民協働レポート（ちばレポ）実証実験ちば市民協働レポート（ちばレポ）実証実験



自治体オープンデータの取組み

つつじバスつつじバスつつじバスつつじバス（コミュニティバス）（コミュニティバス）（コミュニティバス）（コミュニティバス）の現在の現在の現在の現在位置をリアルタイム位置をリアルタイム位置をリアルタイム位置をリアルタイムでででで

ＷＥＢＷＥＢＷＥＢＷＥＢに公開に公開に公開に公開

つつじバスロケーションＷＥＢ－ＡＰＩが無償公開つつじバスロケーションＷＥＢ－ＡＰＩが無償公開つつじバスロケーションＷＥＢ－ＡＰＩが無償公開つつじバスロケーションＷＥＢ－ＡＰＩが無償公開

ＸＭＬ、ＲＤＦ形式でデータを公開ＸＭＬ、ＲＤＦ形式でデータを公開ＸＭＬ、ＲＤＦ形式でデータを公開ＸＭＬ、ＲＤＦ形式でデータを公開
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鯖江市鯖江市鯖江市鯖江市
データシティデータシティデータシティデータシティ鯖江鯖江鯖江鯖江（（（（XML,RDFXML,RDFXML,RDFXML,RDFによるオープンデータ化のによるオープンデータ化のによるオープンデータ化のによるオープンデータ化の推進）推進）推進）推進）

・市民主役条例：市民との協働の街づくりを進めるため制定（2010/3)。第10条で市民と行政の
情報共有を規定。

・地元有志、ベンチャーや、W3C（World Wide Web Consortium）等と連携



ＩＴＳ／ＩＣＴ技術の活用ＩＴＳ／ＩＣＴ技術の活用ＩＴＳ／ＩＣＴ技術の活用ＩＴＳ／ＩＣＴ技術の活用

自治体参加自治体参加自治体参加自治体参加自治体参加自治体参加自治体参加自治体参加

移動支援移動支援移動支援移動支援移動支援移動支援移動支援移動支援 自助・共助自助・共助自助・共助自助・共助自助・共助自助・共助自助・共助自助・共助 行政支援行政支援行政支援行政支援行政支援行政支援行政支援行政支援

オープンデータ、ビッグデータの利活用オープンデータ、ビッグデータの利活用オープンデータ、ビッグデータの利活用オープンデータ、ビッグデータの利活用オープンデータ、ビッグデータの利活用オープンデータ、ビッグデータの利活用オープンデータ、ビッグデータの利活用オープンデータ、ビッグデータの利活用

ＩＴＳＩＴＳＩＴＳＩＴＳサービス群／サービス群／サービス群／サービス群／ＩＴＳお役立ちＩＴＳお役立ちＩＴＳお役立ちＩＴＳお役立ちアプリ群アプリ群アプリ群アプリ群ＩＴＳＩＴＳＩＴＳＩＴＳサービス群／サービス群／サービス群／サービス群／ＩＴＳお役立ちＩＴＳお役立ちＩＴＳお役立ちＩＴＳお役立ちアプリ群アプリ群アプリ群アプリ群

情報共有情報共有情報共有情報共有情報共有情報共有情報共有情報共有

個人発信の個人発信の個人発信の個人発信の

情報情報情報情報

個人発信の個人発信の個人発信の個人発信の

情報情報情報情報

地域経済の活性化、魅力あるまち地域経済の活性化、魅力あるまち

オープンなオープンなオープンなオープンな

情報利用情報利用情報利用情報利用

オープンなオープンなオープンなオープンな

情報利用情報利用情報利用情報利用

市民参加市民参加市民参加市民参加市民参加市民参加市民参加市民参加

スマホアプリスマホアプリスマホアプリスマホアプリスマホアプリスマホアプリスマホアプリスマホアプリ

モバイルモバイルモバイルモバイル

デバイス活用デバイス活用デバイス活用デバイス活用

モバイルモバイルモバイルモバイル

デバイス活用デバイス活用デバイス活用デバイス活用

ビッグデータビッグデータビッグデータビッグデータ

活用活用活用活用

ビッグデータビッグデータビッグデータビッグデータ

活用活用活用活用

ＷＥＢアプリＷＥＢアプリＷＥＢアプリＷＥＢアプリＷＥＢアプリＷＥＢアプリＷＥＢアプリＷＥＢアプリ
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ＩＴＳＩＴＳＩＴＳＩＴＳチャレンジチャレンジチャレンジチャレンジ 活動活動活動活動のねらいのねらいのねらいのねらい

これまでのこれまでのこれまでのこれまでのITSITSITSITS業界業界業界業界

大手の自動車、インフラ、電気メーカー中心大手の自動車、インフラ、電気メーカー中心大手の自動車、インフラ、電気メーカー中心大手の自動車、インフラ、電気メーカー中心

これまでのこれまでのこれまでのこれまでのITSITSITSITS業界業界業界業界

大手の自動車、インフラ、電気メーカー中心大手の自動車、インフラ、電気メーカー中心大手の自動車、インフラ、電気メーカー中心大手の自動車、インフラ、電気メーカー中心

車両システム車両システム車両システム車両システム車両システム車両システム車両システム車両システム インフラ設備インフラ設備インフラ設備インフラ設備インフラ設備インフラ設備インフラ設備インフラ設備 車載システム車載システム車載システム車載システム車載システム車載システム車載システム車載システム

発掘・応援・育成が発掘・応援・育成が発掘・応援・育成が発掘・応援・育成が

ＩＴＳ業界の活性化につながるＩＴＳ業界の活性化につながるＩＴＳ業界の活性化につながるＩＴＳ業界の活性化につながる

ＩＴＳシステムの研究、開発、社会適用ＩＴＳシステムの研究、開発、社会適用ＩＴＳシステムの研究、開発、社会適用ＩＴＳシステムの研究、開発、社会適用ＩＴＳシステムの研究、開発、社会適用ＩＴＳシステムの研究、開発、社会適用ＩＴＳシステムの研究、開発、社会適用ＩＴＳシステムの研究、開発、社会適用

中小企業、ベンチャー企業中小企業、ベンチャー企業中小企業、ベンチャー企業中小企業、ベンチャー企業

中堅企業中堅企業中堅企業中堅企業

大企業大企業大企業大企業

ITSチャレンジITSチャレンジ

①①①①ITSITSITSITS取組みのきっかけ、集いの場を提供取組みのきっかけ、集いの場を提供取組みのきっかけ、集いの場を提供取組みのきっかけ、集いの場を提供

②ビジネスチャンスの創出支援、会員拡充②ビジネスチャンスの創出支援、会員拡充②ビジネスチャンスの創出支援、会員拡充②ビジネスチャンスの創出支援、会員拡充

③既存会員との交流③既存会員との交流③既存会員との交流③既存会員との交流

インターネットの定着インターネットの定着インターネットの定着インターネットの定着

★社会環境の変化★社会環境の変化★社会環境の変化★社会環境の変化

モバイルデバイスの発展モバイルデバイスの発展モバイルデバイスの発展モバイルデバイスの発展

ビッグデータ活用ビッグデータ活用ビッグデータ活用ビッグデータ活用

個の情報発信個の情報発信個の情報発信個の情報発信 個の社会参加個の社会参加個の社会参加個の社会参加

オープンデータ活用オープンデータ活用オープンデータ活用オープンデータ活用

個の情報利用個の情報利用個の情報利用個の情報利用

SNSSNSSNSSNSツールのツールのツールのツールの発展発展発展発展

①従来型事業構造の変化①従来型事業構造の変化①従来型事業構造の変化①従来型事業構造の変化

→→→→オープンプラットフォーム、モバイルデバイスの発展他オープンプラットフォーム、モバイルデバイスの発展他オープンプラットフォーム、モバイルデバイスの発展他オープンプラットフォーム、モバイルデバイスの発展他

②事業構造変化への対応②事業構造変化への対応②事業構造変化への対応②事業構造変化への対応

→→→→新しい人達との接点作り新しい人達との接点作り新しい人達との接点作り新しい人達との接点作り

人と物の移動に役立つ新たな人と物の移動に役立つ新たな人と物の移動に役立つ新たな人と物の移動に役立つ新たなITSITSITSITS技術、技術、技術、技術、ITSITSITSITSサービスをサービスをサービスをサービスを

生み出すチャンスを提供し、生み出すチャンスを提供し、生み出すチャンスを提供し、生み出すチャンスを提供し、 ITSITSITSITS業界全体の底上げを図る業界全体の底上げを図る業界全体の底上げを図る業界全体の底上げを図る
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オープンＰＦ型ＩＴ業界オープンＰＦ型ＩＴ業界オープンＰＦ型ＩＴ業界オープンＰＦ型ＩＴ業界オープンＰＦ型ＩＴ業界オープンＰＦ型ＩＴ業界オープンＰＦ型ＩＴ業界オープンＰＦ型ＩＴ業界

車両システム

活性化活性化

インフラ

システム

車載システム

情報収集

システム

情報提供

システム

従来型従来型従来型従来型ITSITSITSITS業界業界業界業界



魅力あるまち魅力あるまち魅力あるまち魅力あるまち

地域経済の活性化地域経済の活性化地域経済の活性化地域経済の活性化福祉の視点福祉の視点福祉の視点福祉の視点

施策の例施策の例施策の例施策の例

・高齢者モビリティの確保（病院、買い物など）・高齢者モビリティの確保（病院、買い物など）・高齢者モビリティの確保（病院、買い物など）・高齢者モビリティの確保（病院、買い物など）

・いつでもどこでもオンデマンド（バス、タクシー）・いつでもどこでもオンデマンド（バス、タクシー）・いつでもどこでもオンデマンド（バス、タクシー）・いつでもどこでもオンデマンド（バス、タクシー）

・福祉施策と連動した料金体系・福祉施策と連動した料金体系・福祉施策と連動した料金体系・福祉施策と連動した料金体系

環境の視点環境の視点環境の視点環境の視点

施策の例施策の例施策の例施策の例

・環境に配慮された公共交通（ＨＶ、ＥＶ）・環境に配慮された公共交通（ＨＶ、ＥＶ）・環境に配慮された公共交通（ＨＶ、ＥＶ）・環境に配慮された公共交通（ＨＶ、ＥＶ）

・Ｐ＆Ｒ、低炭素な移動手段（歩行者、自転車など）・Ｐ＆Ｒ、低炭素な移動手段（歩行者、自転車など）・Ｐ＆Ｒ、低炭素な移動手段（歩行者、自転車など）・Ｐ＆Ｒ、低炭素な移動手段（歩行者、自転車など）

・エネルギーマネージメント・エネルギーマネージメント・エネルギーマネージメント・エネルギーマネージメント

防災・減災の視点防災・減災の視点防災・減災の視点防災・減災の視点

施策の例施策の例施策の例施策の例

・防災情報の整備、共有化、システム化・防災情報の整備、共有化、システム化・防災情報の整備、共有化、システム化・防災情報の整備、共有化、システム化

・地域住民、観光客への情報提供・地域住民、観光客への情報提供・地域住民、観光客への情報提供・地域住民、観光客への情報提供

・近隣自治体との広域連携（相互利用、情報交換）・近隣自治体との広域連携（相互利用、情報交換）・近隣自治体との広域連携（相互利用、情報交換）・近隣自治体との広域連携（相互利用、情報交換）

ＩＴＳ／ＩＣＴ技術の活用ＩＴＳ／ＩＣＴ技術の活用ＩＴＳ／ＩＣＴ技術の活用ＩＴＳ／ＩＣＴ技術の活用

地域それぞれが考えて選択した固有の施策を実施し、活力ある魅力ある地域を実現地域それぞれが考えて選択した固有の施策を実施し、活力ある魅力ある地域を実現地域それぞれが考えて選択した固有の施策を実施し、活力ある魅力ある地域を実現地域それぞれが考えて選択した固有の施策を実施し、活力ある魅力ある地域を実現

社会環境の変化社会環境の変化社会環境の変化社会環境の変化

インターネットインターネットインターネットインターネット環境の定着環境の定着環境の定着環境の定着
モバイルデバイスの発展モバイルデバイスの発展モバイルデバイスの発展モバイルデバイスの発展

まちづくりの視点まちづくりの視点まちづくりの視点まちづくりの視点

施策の例施策の例施策の例施策の例

・歩行者に配慮した安心安全な道路、まち・歩行者に配慮した安心安全な道路、まち・歩行者に配慮した安心安全な道路、まち・歩行者に配慮した安心安全な道路、まち

・高齢者も働けるまち・高齢者も働けるまち・高齢者も働けるまち・高齢者も働けるまち

・マルチモーダルな交通手段確保・マルチモーダルな交通手段確保・マルチモーダルな交通手段確保・マルチモーダルな交通手段確保

地域の共通課題地域の共通課題地域の共通課題地域の共通課題（高齢化、少子化、財政難等）（高齢化、少子化、財政難等）（高齢化、少子化、財政難等）（高齢化、少子化、財政難等）地域を支えるモビリティの課題地域を支えるモビリティの課題地域を支えるモビリティの課題地域を支えるモビリティの課題

総合的交通体系の整備総合的交通体系の整備総合的交通体系の整備総合的交通体系の整備

ＩＴＳ／ＩＣＴ技術を活用し、環境、福祉、まちづくり、防災の視点で地域経済を活性化ＩＴＳ／ＩＣＴ技術を活用し、環境、福祉、まちづくり、防災の視点で地域経済を活性化ＩＴＳ／ＩＣＴ技術を活用し、環境、福祉、まちづくり、防災の視点で地域経済を活性化ＩＴＳ／ＩＣＴ技術を活用し、環境、福祉、まちづくり、防災の視点で地域経済を活性化

地域ＩＴＳの目指すところ地域ＩＴＳの目指すところ地域ＩＴＳの目指すところ地域ＩＴＳの目指すところ
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地域ＩＴＳの目指すところ



18

地域ＩＴＳの取組みと視点

・あおもり防災情報・あおもり防災情報・あおもり防災情報・あおもり防災情報

・青森除排雪情報の共有・青森除排雪情報の共有・青森除排雪情報の共有・青森除排雪情報の共有

・豊田市防災ポータル・豊田市防災ポータル・豊田市防災ポータル・豊田市防災ポータル

・えちご防災ポータル・えちご防災ポータル・えちご防災ポータル・えちご防災ポータル いますぐレポいますぐレポいますぐレポいますぐレポ!

・玉城町元気バス・玉城町元気バス・玉城町元気バス・玉城町元気バス

・路線バス経営の見える化・路線バス経営の見える化・路線バス経営の見える化・路線バス経営の見える化

・総合交通体系・総合交通体系・総合交通体系・総合交通体系

・ＩＣＴを活用した歩行者移動支援・ＩＣＴを活用した歩行者移動支援・ＩＣＴを活用した歩行者移動支援・ＩＣＴを活用した歩行者移動支援

・釜石市オンデマンドバス・釜石市オンデマンドバス・釜石市オンデマンドバス・釜石市オンデマンドバス

・各地のオンデマンドバス・各地のオンデマンドバス・各地のオンデマンドバス・各地のオンデマンドバス

・各地のコミュニティバス・各地のコミュニティバス・各地のコミュニティバス・各地のコミュニティバス

・高齢者ドライバー・高齢者ドライバー・高齢者ドライバー・高齢者ドライバー教育教育教育教育

・横浜市パーソナルモビリティ・横浜市パーソナルモビリティ・横浜市パーソナルモビリティ・横浜市パーソナルモビリティ

・豊田市パーソナルモビリティ・豊田市パーソナルモビリティ・豊田市パーソナルモビリティ・豊田市パーソナルモビリティ

・・・・長崎ＥＶ＆ＩＴＳ長崎ＥＶ＆ＩＴＳ長崎ＥＶ＆ＩＴＳ長崎ＥＶ＆ＩＴＳ

・・・・柏市駐車場柏市駐車場柏市駐車場柏市駐車場ＩＴＳＩＴＳＩＴＳＩＴＳ

・各地のコミュニティ・各地のコミュニティ・各地のコミュニティ・各地のコミュニティ

サイクル導入サイクル導入サイクル導入サイクル導入

・ＥＶ用充電スタンド・ＥＶ用充電スタンド・ＥＶ用充電スタンド・ＥＶ用充電スタンド

・新潟・新潟・新潟・新潟ﾌｪﾘｰﾌｪﾘｰﾌｪﾘｰﾌｪﾘｰ内無線内無線内無線内無線LAN ・みちナビとよた・みちナビとよた・みちナビとよた・みちナビとよた

・・・・高知県草の根高知県草の根高知県草の根高知県草の根ＩＴＳＩＴＳＩＴＳＩＴＳ ・静岡県草の根ＩＴＳ・静岡県草の根ＩＴＳ・静岡県草の根ＩＴＳ・静岡県草の根ＩＴＳ

・柏市駐車場ＩＴＳ・柏市駐車場ＩＴＳ・柏市駐車場ＩＴＳ・柏市駐車場ＩＴＳ

・長崎ＥＶ＆ＩＴＳ・長崎ＥＶ＆ＩＴＳ・長崎ＥＶ＆ＩＴＳ・長崎ＥＶ＆ＩＴＳ

・富山市・富山市・富山市・富山市 ＬＲＴＬＲＴＬＲＴＬＲＴ

・青森みち情報・青森みち情報・青森みち情報・青森みち情報

・青森観光ｺﾝｼｪﾙｼﾞｭ・青森観光ｺﾝｼｪﾙｼﾞｭ・青森観光ｺﾝｼｪﾙｼﾞｭ・青森観光ｺﾝｼｪﾙｼﾞｭ

・簡易バスロケ・簡易バスロケ・簡易バスロケ・簡易バスロケ

・鯖江市つつじバス・鯖江市つつじバス・鯖江市つつじバス・鯖江市つつじバス

・松山市パーソンプローブ調査・松山市パーソンプローブ調査・松山市パーソンプローブ調査・松山市パーソンプローブ調査 ・・・・ちばレポちばレポちばレポちばレポ

・塩尻市センサーネットワーク・塩尻市センサーネットワーク・塩尻市センサーネットワーク・塩尻市センサーネットワーク


