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1/30ITS Japanの組織の概要
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2/30ITS Japanの位置づけ
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3/30次世代デジタル道路地図の研究

デジタル道路地図の登場

1980年代におけるカーナビゲーションシステムの登場と共にデジタル道路地図の
整備が開始され、カーナビゲーションシステムの性能、機能の向上に合わせ、デジ
タル道路地図も進化

道路交通を取り巻く状況（安全・環境）の変化

交通事故の削減

CO2削減

デジタル道路地図への要求の変化

カーナビゲーションシステムの走行支援サービスへの進化

欧米における次世代を見据えたデジタル道路地図関連の取り組み
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4/30ITS Japan｢次世代デジタル道路地図研究会｣

2004年、ITS Japanは｢次世代デジタル道路地図研究会｣を立ち上げ、次世代のデジ
タル道路地図の検討を開始

会長 ： 熊澤正博（日立製作所）

副会長 ： 池内克史（東京大学）

幹事会員 ： インクリメントP 、住友電気工業、ゼンリン、デンソー 、トヨタ自動車、

トヨタマップマスター、日産自動車、日本電気、パイオニア、富士通、

松下電器

一般会員 ： 24社＆団体
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5/302005年8月｢次世代デジタル道路地図の実現へ向けた提言｣

次世代デジタル道路地図に求めらる要件

次世代サービスに必要な情報内容を
必要な箇所でもつこと

迅速かつ確実な情報更新を行うこと

拡張性・互換性を確保すること



6

6/302007年頃の実現を目指すサービス

安全を目的とするサービス

標識・信号情報提供サービス

地域（ゾーン）情報提供サービス

路車（車路）協調サービス

カーブ進入危険情報提供サービス

速度超過箇所情報提供サービス

交差点危険情報提供（一時停止）支援サービス

環境（渋滞緩和）を目的とするサービス

詳細な道路情報提供サービス

サグ情報提供サービス
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7/30中長期的な実現を目指すサービス

安全を目的とするサービス

サービスエリアの拡大

警告から制御レベルへ

地図データベースの間違い情報の収集

動的な情報の提供

環境（渋滞緩和）を目的とするサービス

車線毎の渋滞情報等を利用した、きめ細かい経路案内

サグ箇所での車両制御

動的情報によるサグの原因の排除
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8/30次世代デジタル道路地図により実現するサービスと必要な情報項目
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9/30次世代デジタル道路地図として整備望まれる情報
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10/30次世代デジタル道路地図整備へ向けた提言

次世代デジタル道路地図実現へ向けたスケジュール

2005～2006年

（先行的）サービスを詳細化するとともに、道路更新情報の集約、更新、配信
といった一連の仕組みを検討し、拡張性・互換性を確保するための標準化素
案を作成。

2007年以降

更新の仕組みをふまえた次世代デジタル道路地図を活用した先行的なサービ
スを順次実用化。さらに、中長期的な次世代デジタル道路地図の実現へ向
けた取り組みを加速。

2007年頃のサービス実現へ向けた取り組み

サービスに必要な情報整備へ向けた情報内容具体化および整備

迅速かつ確実な更新のための仕組み作り・技術開発

拡張性・互換性を確保するためのフォーマットの定義

中長期的なサービス実現へ向けた取り組み

2007年頃までの取り組みを継続し、より高いサービスレベル実現に向けて必要な
情報の拡充

高度で迅速かつ確実な更新の実現

拡張性・互換性を確保した次世代デジタル道路地図の構築・運用
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11/30次世代デジタル道路地図のあり方に関する研究

｢次世代デジタル道路地図研究会｣

（国土交通省主催）

2005年～2007年

委員長：柴崎亮介（東京大学CSIS）

2007年3月｢次世代デジタル道路地図のあり方
に関する研究｣

（国土交通省国土技術政策総合研究所）

次世代デジタル道路地図として利用可能な
｢道路基盤地図情報（道路基盤データ）｣

道路上の空間情報を利用するための仕組み
として｢道路の共通位置参照方式｣
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12/30ITS Japan｢次世代デジタル道路情報委員会｣

しかし、次世代デジタル道路地図を利用した具体的なサービスは遅々として進まなかっ
た。

そこで、これまでの活動をフォローアップするため、2007年5月、ITS Japanは、｢次世代
デジタル道路情報委員会｣を設置し、活動を再開

委員長 ： 浜田隆彦（デンソー）

幹事委員 ： インクリメントP、ザナヴィ・インフォマティックス、住友電気工業、

ゼンリン、デンソー、トヨタ自動車、トヨタマップマスター、日産自動車、

日本電気、パイオニア、日立製作所、松下電器

一般委員 ： 8社＆団体
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13/30

2008年4月｢安全・環境に資する走行支援サービス実現のための道路
情報整備と流通に向けた提言｣

走行支援サービスに必要となる道路情報の要件

経路案内サービス

利用シーン：

経路探索機能で算出された走行経路
を走行する際の道路情報の提供

（非日常的利用：ユーザーが要求した
時のみ利用）

道路情報への要求性能：

経路案内に必要な道路ネットワークが
正しく格納されていること

走行支援サービス

利用シーン：

通常に走行する際の道路情報の提供

（日常的利用：常に情報を利用）

道路情報への要求性能：

走行する可能性のある道路の道路情
報が網羅されており、その情報が正
確であり、鮮度が確保されていること

（網羅性、正確性（精度）、鮮度）
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14/30道路情報の整備・流通へ向けて －解決策の提案－

共通基盤の整備

共通基盤① ： 道路の共通位置参照方式を利用した道路情報流通の仕組みの提案

共通基盤② ： 高精度地図情報の活用へ向けた提案

提案の実現による道路情報流通の広がり

走行支援サービス

災害情報の共有化

カーナビユーザーの情報の共有化

災害発生時のカーナビユーザーからの情報収集
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15/30

共通基盤①：道路の共通位置参照方式を利用した道路情報流通の仕
組みの提案

道路情報を流通させるための要件

道路情報を利用するカーナビはすでに2,700 万台以上が出荷され、ユーザー
に利用されている。

これらのユーザーへの道路情報の提供も必要であり、新たな道路情報の流通
の仕組みが、既存のカーナビへの道路情報提供の障害になってはいけない。

今までの道路情報提供
の仕組みには障害を与
えないこと

走行支援サービスでは、情報の鮮度がサービスの性能となる。更新情報の流
通のタイムラグは極力小さくする必要がある。

更新情報を流通させること 様々な管理主体が保持する道路情報は、更新の
つど、更新情報が生成される。この更新情報を流通させることで、情報の流
通速度（迅速性）を確保する。道路情報を利用する民は、この更新情報を利
用して道路情報を更新することで、常に最新の道路情報の利用を可能とする。

なお、本要件は道路情報の網羅的整備を否定するものではない。

情報流通のタイムラグが
小さいこと

道路情報を利用する民間のコストの増加は、ビジネス的に評価される。継続
的な運用を行うためには、そのコストが適正である必要がある。

更新情報を利用するコス
トが少ないこと

走行支援サービスの機能を維持するためには、道路情報の更新作業は必須
となる。この道路情報の流通の仕組みは、将来にわたって継続的に運用でき
ることが重要となる。

継続的に運用可能なこ
と

道路情報を管理する現場の予算、工数は限られている。更新情報を提供す
る際の工数は極力少ないことが、継続的な運用を可能とする。

更新情報を提供する工
数が少ないこと

解説道路情報の流通の要件
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16/30

共通基盤①：道路の共通位置参照方式を利用した道路情報流通の仕
組みの提案

道路の共通位置参照方式

出典：国総研『道路の共通位置参照方式における基本的考え方(案)』
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17/30

共通基盤①：道路の共通位置参照方式を利用した道路情報流通の仕
組みの提案

道路情報流通のための仕組みの提案
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18/30共通基盤②：高精度地図情報の活用に向けた提案

高精度な道路情報の整備と、必要な精度の道路情報の利用

高度な走行支援サービスの早期導入
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19/30道路情報流通へ向けた官民連携とスケジュールの提案
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20/302008年度の｢次世代デジタル道路情報委員会｣の活動

新たに地方自治体（岐阜県、三重県）、東京大学CSIS、国土交通省国土技術政策総
合研究所をオブザーバーに迎え、

道路情報流通の現状の分析

道路情報の流通に向けての具体的な検討

を実施。

2008年度の｢次世代デジタル道路情報委員会｣の体制

委員長 ： 浜田隆彦（デンソー）

幹事委員 ： インクリメントP、ザナヴィ・インフォマティックス、住友電気工業、

ゼンリン、デンソー、トヨタ自動車、トヨタマップマスター、日産自動車、

日本電気、パイオニア、パナソニック、日立製作所、本田技研

一般委員 ： 7社

オブザーバー ： 岐阜県、三重県、国土交通省国土技術政策総合研究所、

日本デジタル道路地図協会、東京大学空間情報科学センター
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21/30

2009年4月 2008年度活動報告書
｢安全・環境に資する走行支援サービス実現のための道路情報流通と
整備へ向けて｣

2008年4月｢安全・環境に資する走行
支援サービス実現のための道路情報
整備と流通に向けた提言｣で提言した
アクションプログラムのフォロー
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22/30アクションプログラムのフォロー

東大CSIS｢道路更新情報流通推進研究会｣

DRM協会｢高度デジタル道路情報対応検討会｣

－

ITS Japan

－

－

国総研

国総研

DRM協会

ITS Japan

ITS Japan

検討主体2008年度の実績

実現可能なサービス群の例示

具体的な進展はなし災害情報提供サービス災害情報

地方自治体における道路情報の整備
状況、更新情報の提供状況の現状調
査

地方自治体の道路情報流通への期待
調査

地方道情報提供

具体的な進展はなし規制情報提供

｢道路基盤地図情報｣高精度地図の整備・提供

高精度地図を活用したサービ
ス

標識情報提供

道路の共通位置参照方式の
運用

道路情報を利用したサービス

具体的な進展はなし道路情報

｢位置参照方式検討会｣共通基盤

実現可能なサービス群の例示サービス

アクションプログラム
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23/30アクションプログラム｢共通基盤：道路の共通位置参照方式の運用｣

｢位置参照方式検討会｣

検討主体：国土交通省国土技術政策総合研究所

日本デジタル道路地図協会

検討状況

整備仕様の決定

概ね都道府県道以上の交差点で区切ったリンク毎に路線IDを付与する
ことを基本とし、メッシュでは分割しない。

一つの主体が全ての道路を対象に、路線IDと路上参照点IDを付与する。

一度定めた路線IDと路上参照点IDは変更しない。

サンプル試作による整備仕様、位置参照性能の確認

試作対象地区；土浦１メッシュ（M544001）

位置参照性能を確認する情報

点データ：標識情報

線データ：走りやすさマップデータ

サンプル試作の結果を受け、平成21年度以降

から初期整備を開始し、実運用に向けた整備

を進める。
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24/30アクションプログラム｢共通基盤：高精度地図の整備・提供｣

｢道路基盤地図情報｣

検討主体：国土交通省国土技術政策総合研究所

検討状況：

道路工事完成図の作成要領を規定し、道路工事完成図の電子納品データを
統一化し、CADデータからGISデータへのコンバーターを作成し、道路工事完
成図の利用が可能となる。

今後、更新情報として各社で利用。高度な走行支援サービスを実現するため
には、既存の道路についての整備が必要となる。
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25/30アクションプログラム｢共通基盤：高精度地図の整備・提供｣

｢高度デジタル道路情報対応検討会｣

検討主体：日本デジタル道路地図協会

検討状況：

パイロット事業として下記の整備を開始。

東京、名古屋、大阪の主要交差点の車線のネットワークデータ、一旦停
止線、横断歩道等を縮尺1/1000レベルで作成

国県道等一般道の勾配変化点、曲線半径のデータ化

高速道路の車線ネットワーク、勾配、曲線半径、サグ情報等を縮尺
1/500～1000レベルで作成

今後、整備エリアの拡大により、高度な走行支援サービスが開始される。

交差点データサンプル（大阪地区）
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26/30アクションプログラム｢道路情報：地方道情報提供｣

｢道路更新情報流通推進研究会

検討主体：東京大学CSIS

検討状況：

道路管理者が管理する道路情報の整備状況、管理状況、提供状況を各地
方公共団体にアンケート調査を実施。

行政情報から道路の更新情報を抽出するため、入札情報の利用を検討。

まだ、現状の調査を開始した段階であり、道路情報の更新情報流通の仕組
みの具体的な提案が行われるのは、平成22年度になる。
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27/302009年度以降の活動

2010年2009年

DRM協会｢高度デジタル道路情報対
応検討会｣のフォロー

？

東大CSIS

？

？

国総研

国総研

DRM協会

ITS Japan

検討主体目標

検討主体への働きかけ災害情報提供サー
ビス

災害情報

｢道路更新情報流通推進
研究会｣のフォロー

地方道情報提供

検討主体への働きかけ規制情報提供

｢道路基盤地図情報｣の
フォロー

高精度地図の整
備・提供

高精度地図を活用
したサービス

標識情報提供

道路の共通位置参
照方式の運用

道路情報を利用し
たサービス

検討主体への働きかけ道路情報

｢位置参照方式検討会｣の
フォロー

共通基盤

具体的な事例における走
行支援サービスを実現する
ためのシナリオチャートの作
成

実現可能なサービス群の
例示

サービス

アクションプログラム

シナリオチャート
の実証実験に
よる検証
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28/30地図利用を想定する走行支援サービス
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29/30シナリオチャート
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30/30

終わり

ご清聴ありがとうございました


