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ITLのご紹介～交通工学分野でのR&Dビジネス

高精度車両軌跡トラッキング

交通流シミュレーションオンラインリアルタイム渋滞予測
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車両軌跡の推定
運転挙動評価

プローブデータからの
3次元道路線形推定

道路網交通流シミュレーション
SOUND & AVENUE

OD需要推定

交通情報提供と需要予想

VICS旅行時間予測

プローブ交通情報処理
データマイニング

パラメータの自動調整

交通情報蓄積データベース

需要の時間/空間分散

促進スキームの策定

モデル規範信号制御車両軌跡の推定
運転挙動評価
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交通情報蓄積データベース

需要の時間/空間分散

促進スキームの策定

モデル規範信号制御

データインフラビジネス

交通アセスメント
交通運用管理ビジネス

情報提供サービス
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広域道路網交通流シミュレーション SOUND
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交通工学を専門にする前は…

卒業論文～離散的な面素情
報からのCSGソリッドモデル
構築に関する研究（1988）

修士論文～Boltzmann 
Machine群の有機的結合に
よる概念構造モデルの構築
（1990）

 （株）熊谷組～オブジェクト指
向データベースを核とした建
築統合化設計システムの開
発（1990～1991）

↓
ずっと「モデリング」に関わって
きた…
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今は…「ITSの模型屋さん」

建築模型のあるカフェ「Arch Café」 by 金田建築研究所＠札幌

今はまた世の中にないものを「見せる」ことが、実現の手
助けになる。
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この15年間、私は何を言ってきたの
でしょう…？
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↓土木学会交通情報ビジネス分科会（2002年）

（2000年頃）

↑アクティビティ情報流通ビジネスモデル
ITSジャパン「ITS講座」（2002年）2016/11/11 10第14回ITSシンポジウム2016＠札幌



センタレスプローブ(CLP)～つながることがパワーになる

 車両内での情報処理＋車車間通信による伝達
 自動車がもつ100を超えるセンサ情報で、渋滞情報以外にも様々な情報を生成できる。
 自分が持っている情報を、近くにいる別のクルマに伝達。
 他車から受け取った情報を統合し、それを更に他車に伝達する。

 通信インフラ不要なので、災害時に既存の通信網がダメージを受けたに、ベスト
エフォートでバックアップできる。
 クルマはパワーソースでもあり、情報ストレージにもなる。
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混雑

経路変更

Quick transmit within a C2C 
ad-hoc communication area

スリップ!

危ない!

Information propagation beyond 
C2C communication area

第14回CSＩSシンポジウム 「空間情報科学のソーシャル・インターフェース」（2012年）
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（2010年頃）「人のココロに届いてこそ…」

データ

情報

知識

行動
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情報処理学会連続セミナー2012 第3 回「都市をマネジメントするビッグデータの可能性」
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事故～首都高タンクローリー横転(2008/8/3 5:52発生)

Traffic Scope ~ データ融合による交通状況理解

同日17時
事故発生

箇所

濃色系は
統計的に
特異状態

都心西側の
環状道路に
顕著な影響

 1kmメッシュの交通状態を流動性指数と特異指数で指標化。
 渋滞の面的、時間的な変化をわかりやすく提示し、都市部の渋滞構造を把握する。
 現在のメッシュ交通状態が、統計的に特異なものかどうかを示す。

 特異な状態のエリアを抽出し、その場所・時刻の情報から、WWW上で関連情報を検索し、
状況理解に役立てる。
 Twitter等のSNS情報の活用。

同日8時
スタート前の都庁周辺の交通規制に
伴う車両トリップの出控え

濃色系は
統計的に
特異状態

交通規制～東京シティマラソン(2009/3/22日 9時~)
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情報処理学会連続セミナー2012 第3 回「都市をマネジメントするビッグデータの可能性」
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アマネクチャンネル・スタジオモニター
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「エネルギーITS推進事業」
（2008～2012年）

リアルタイムでの継続的な
効果評価（⇒モニタリング）
はITSセカンドステージの
キーとなるアプリケーション
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エネルギーITS研究会報告書「 「エネルギーITSの推進に向けて」（2008年4月）
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プローブ情報と交通シミュレーションの融合

トラフィックスコープ

同化

渋滞損失・CO2 排出量

ナウキャストシミュレーション
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情報処理学会連続セミナー2012 第3 回「都市をマネジメントするビッグデータの可能性」
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市民向けナウキャスト交通情報サービス（柏ITS）
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IoT時代のITSって？

ITS ⊂ ICT⊂ IoT
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安全＋円滑＋エコ＋安心＆快適＆便利

第1次産業 第2次産業 第3次産業

「物」の供給 不安定
（農作物・水産物）

安定
（原材料・機械部品）

不安定
（商品・）

「物」の需要 多様・分散・即時的
（農協・漁協・市場）

一様・集約・計画的
（工場）

多様・分散・即時的
（お客さんはどこ？）

「流」の制約 時間＝鮮度
（鮮度落ちは廃棄）

時間＝お金 時間＝欲求不満

「流」の資質 目利き
（仲買人）

定時性・確実性
（JIT）

お・も・て・な・し
（★★★★★）

「流」の課題 担い手不足マッチングビジネスの黒船

生産者と消費者をつなぐ「物・流」のインテリジェント化
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平藤先生
和田先生

松舘氏


