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第1章 はじめに 

1.1 活動目的と本委員会の位置づけ 

近年、道路交通を取り巻く安全・環境といった諸課題に関する状況は大きく変化

しており、産学官の社会的責任が強く求められている。また、カーナビの普及に伴

い、利用者ニーズは高度化・多様化の一途をたどっており、欧米など海外において、

次世代を見据えたデジタル地図関連の取り組みが積極的に行われており、これまで

の我が国の優位性は揺るぎつつある。 

こうした状況の中、安全・環境といった道路交通の課題を解消するとともに、利

用者ニーズの高度化・多様化に対応した新たな付加価値を創出し、諸外国をさらに

リードするための取り組みが求められている。 

カーナビの累計出荷台数は 3,800万台を超え、数多くの新車に装着されるまでの
普及となるなど、今や自動車における標準装備品の一つとなりつつある。一方、一

部の民間は、カーナビを活用した安全・環境などに資するサービス（カーナビ地図

と連携したシフト制御など）を実現しているが、必要とする道路情報の整備、メン

テナンスが十分でないため、安全性向上などを目的とする、より高度な処理を行う

サービスの実現までには至っていない。 

走行支援サービスにより、安全・環境といった道路交通に係わる諸課題の解消や

新たな価値創造を実現するためには、道路情報の流通・高度化による次世代デジタ

ル道路地図の構築が必要となる。さらには、流通・高度化した道路情報を、走行支

援サービスのみならず幅広く活用することにより、災害対応など様々な課題の解決

に結びつけることも可能となる。 

本委員会は、上記背景を踏まえ、安全・環境といった諸課題を解決するとともに、

新たな付加価値を創出する走行支援サービスの具体化へ向けては、必要となる道路

情報（道路の物理的な状態、保持する属性（標識情報など）およびネットワーク形

状）を電子的に整備し、かつ円滑に流通させることが重要との認識に基づき活動を

行っている。具体的には、①その課題を整理し、走行支援サービスを実現するため

に必要となる道路情報を整備、流通させるための仕組みを検討し、その仕組みの実

現シナリオを関係機関に提言するとともに、②提言内容の実現へ向けて、民の立場

からニーズ・要望を整理し、産学官の様々な関連主体における提言内容の実現へ向

けた取り組みのフォローを行うことを目的に活動を行っている。本委員会の活動期

限は、2011年 3月までの予定である。 
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1.2 取り組み経緯 

ITS Japanは、『次世代デジタル道路地図研究会』を 2004年 4月に立ち上げ、安
全・安心を支える走行支援サービスの実現へ向け、これを支えるデジタル地図のあ

り方を研究し、その成果を 2005年 8月に、安全・安心を支える走行支援サービスを
実現するために必要となる地図データの要件などを｢次世代デジタル道路地図の実現

へ向けた提言｣としてまとめ、公表した。 

本提言が明らかとしたデジタル道路地図の要件は以下の通りである。 

 【次世代デジタル道路地図に求められる要件】 

・ 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 

次世代サービスでは、サービスに必要な情報を、必要な道路（箇所）に

おいてのみ構築・運用されればよい。 

・ 迅速かつ確実な情報更新を行うこと 

情報は、現実世界の変更に合わせ迅速かつ確実に収集・管理・提供を行

う仕組みを構築・運用してゆく必要がある。 

・ 拡張性・互換性を確保すること 

産学官の様々な主体が収集・所有する情報の互換性を確保し、容易に交

換可能なものとする必要がある。 

さらに、利用者ニーズの高度化・多様化に対する拡張性を確保しておく

必要がある。 

 

上記提言がひとつの契機となり、産学官の様々な主体における関連の活動が開始

されたことを受け、ITS Japanは、2007年 5月に『次世代デジタル道路情報委員
会』を発足させた。 

本委員会は、2008年 4月に、「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」をとりまとめ、走行支援サービスを実現するた

めの様々な道路情報を流通させるための具体的な仕組み、およびその実現シナリオ

を明らかにした。この中においては、様々な管理者が管理する道路情報を流通させ

るための共通基盤として、以下の２つを提案した。 
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【道路情報を流通させるための共通基盤】 

①道路情報流通の仕組み（道路の共通位置参照方式） 

②高精度地図情報の活用（道路基盤地図情報および高度デジタル道路地図情

報） 

 

また、産学官で必要となる取り組みについて、①サービス、②共通基盤、③道路

情報、④災害情報に区分した上で、実現シナリオ（アクションプログラム）として

以下を提案した。 

 【アクションプログラム】 

① サービス 

・ 道路情報を利用した走行支援サービスの具体化 

・ 高精度地図を利用した走行支援サービスの具体化 

② 共通基盤 

・ 道路の共通位置参照方式の整備と運用の検討 

・ 高精度地図の要件検討と道路基盤地図情報の整備・利用検討 

③ 道路情報 

・ 標識・標示情報の提供検討 

・ 規制情報の提供検討 

・ 地方道情報の提供検討  

④ 災害情報 

・ 災害情報の提供検討 
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～平成19年度
（2007年）

大規模実証実験
安全運転支援システムの
実用化

交通事故死亡者数五千
人以下を達成

道路情報を活用したサービス検討 道路情報を活用したサービス

　　　　　　　　　高精度地図を活用したサービス検討（先行的検討） 高精度地図を活用したサービス 　　　　　　　　　　　　　　高精度地図を活用したサービス

道路の共通位置参照方式の整備（路
線ID付与）／運用の検討 テスト運用 道路の共通位置参照方式の運用

高精度地図の要件検討、道路基盤地図情報の蓄積・利用検討 高精度地図の整備・提供

標識情報の提供検討 テスト運用 標識情報提供

規制情報の提供検討 テスト運用 規制情報提供

地方道情報の提供検討（先行地域） テスト運用 全国展開

…

災害情報の提供検討 　　　　　　　　　　　　　　　災害情報提供サービス

委員会

・提言のフォロー
・平成21年度以降の枠組みの検討

サービス

ITS Japanの活動

共通基盤

道路情報

災害情報

アク
ション
プログ
ラム

長期短期 中期

全体
の流
れ

政府目標

想定する
サービス

共通基盤
（官民連携）

提言書

災害情報共有、カーナ
ビユーザーの情報の
共有

テスト運用

高精度地図を活用した走行支援サービス

高精度地図の提供高精度地図の蓄積・活用方針

先行的な実験

共通基盤②：
高精度地図

サービス サービス

共通基盤①：
道路情報流
通の仕組み

道路情報を活用した走行支援サービス

道路の共通位置参照
方式定義・活用検討

道路情報の流通

 
図 道路情報流通へ向けた実現シナリオ 
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上記提言の公開以降は、上記２つの共通基盤および、共通基盤を活用した情報の

流通の実現へ向けて、関係機関等への働きかけなどの活動を行っている。具体的に

は、2008年度より民間委員に加え、新たに岐阜県、三重県、東京大学空間情報科学
研究センター（東大 CSIS）、国土交通省国土技術政策総合研究所（国総研）の関係
者をオブザーバーに迎え、道路情報提供者側からのアドバイスを受ける。さらに

2009 年度からは、民間委員を拡充するとともに国土地理院、首都高速道路株式会社、
阪神高速道路株式会社からもオブザーバーを迎え活動を行っている。以下に、2009
年度における活動実績を示す。 

【2009 年度 活動実績】 

●第 1回 幹事会    2009 年 5 月 28 日（木） 

○第 1回 委員会    2009 年 6 月 26 日（木） 

☆次世代デジタル道路情報 勉強会        2009 年 7 月 24 日（金） 

（於：㈱三菱総総合研究所ＡＶルーム） 

●第 2回 幹事会    2009 年 7 月 30 日（木） 

●第 3回 幹事会    2009 年 8 月 27 日（木） 

○第 2回 委員会    2009 年 9 月 24 日（木） 

●第 4回 幹事会    2009 年 10 月 29 日（木） 

●第 5回 幹事会          2009 年 11 月 26 日（木） 

○第３回 委員会    2009 年 12 月 21 日（月） 

●第 6回 幹事会    2010 年 1 月 27 日（水） 

●第 7回 幹事会    2010 年 2 月 25 日（木） 

○第 4回 委員会          2010 年 3 月 25 日（木） 

 

1.3 本報告書の概要 

本報告書は、2009年度の本委員会における議論、提言を受け具体的な活動を展開
する関係機関の活動状況、および、国内外における関連する様々な取り組みをまと

めたものであり、2008年 4月に提言したアクションプログラムの実現に向けた
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2010年度の活動を明らかにすることを目的としている。 

具体的には、第 2章で走行支援サービスの実現へ向けた国内の関連主体における
活動状況を整理し、第 3章で想定される様々な走行支援サービスのイメージや効果
を具体化し、第 4章で諸外国の新たな動き、特に欧州の動向を整理した上で、第 5
章で今後必要となるアクションをとりまとめた。 

2009年度の活動をとりまとめた結果明らかとなった、今後必要なアクションは以
下の通りである。 

【2010 年度に必要なアクション】 

①道路情報流通の仕組みの検証 

・共通基盤の実用化のフォロー 

－2008 年 4月の提言内容の実現へ向けた関係主体の取り組み関係がわ

かる全体を俯瞰するマップを作成し、その進捗状況を確認、フォロー

する。 

・地方道情報流通の仕組みの提案 

－地方自治体が保有するデータの流通を、東大 CSIS による流通実験を

通じて、問題点を把握し、関係主体へ、地方道の情報流通の仕組みへ

の対応を提案する。 

・道路情報流通のトータルな仕組みの検証 

－具体的な事例を用いて、各主体が検討を進める道路情報流通の仕組

みを検証し、抜けや重複など、提言内容の実現へ向けて新たに検討が

必要な課題の有無を確認する。 

②標識情報の流通の仕組みと災害情報の共通化の提案 

・標識情報の流通の仕組みの提案 

－標識情報、災害情報を円滑に流通させるためには、官民共通に利用

できる情報の標準化が必要となる。標識情報、災害情報の標準化のシ

ナリオを作成し、関係主体へ提案する。 

・道路の動的情報の共通化の提案 

－標識情報や災害情報の標準化は、路面情報等の動的情報との共通化

も重要となる。動的情報を含めた情報の共通化を提案する。 
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③次世代デジタル道路情報の有効活用要件の提示 

・道路情報提供者にとってのメリット・インセンティブの具体化 

－本委員会にオブザーバーとして参加いただいている道路情報提供者

との意見交換を通じて、走行支援サービスの実現による社会的効果を

より明確化する。 

・マルチモーダルな移動支援への対応の検討 

－社会として最適な移動を支援するためには、交通結節点（乗り換え

ポイント）における乗り換えストレスを無くすことが重要となる。交

通結節点における道路情報の役割を検討する。 

・ＥＶ・ＰＨＶなど新たな自動車への対応の検討 

－ＥＶ・ＰＨＶなどの新たな自動車の利用を加速化するために必要と

なる道路情報の役割を検討する。 

④委員会活動の総括および残された課題の整理 

・次世代デジタル道路情報に関する様々な取り組みの周知・広報 

－本委員会の主旨および関係する活動の取り組み状況などを周知・広

報し、また関係者で意見交換を行うための場（シンポジウムなど）

を開催する。 

・委員会活動の総括および残された課題の整理 

－上記における活動それぞれの課題を整理し、委員会の今後の位置づ

けを検討するとともに、報告書としてとりまとめを行う。 
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第2章 走行支援サービス実現に向けた各検討主体の活動状況 

本委員会における活動と前後し、関係主体による様々な検討も着手されている。

次に検討が開始された内容とその活動主体を示す。 

  
アクションプログラム 活動 活動主体 

①サービス 民間各社 民間各社における取り組み 
（公表されているものを第 3章に
整理） 

民間各社 

道路の共通位置

参照方式の整備

と運用 

位置参照方式検討会 国総研 
DRM協会 

道路基盤地図情報 国総研等 

②共通基盤 

高精度地図の整

備と提供 
高度デジタル道路情報対応検討会 DRM協会 

③道路情報 地方道情報の提

供 
道路更新情報流通推進研究会 東大 CSIS 

④災害情報 災害情報の提供 道路空間（道路ネットワーク）
上の移動体に対する防災・火災

（風水害・地震）情報の伝達手段

に関する研究 

ｉフォーラム 

 

2009年度は、2008年度に続き、各検討主体による検討が進められ、その成果が
具体的なものとなってきた。また、2010年以降のアクションテーマであった災害情
報の流通についても、「iフォーラム」にて災害情報流通の仕組みの構築に向けた活

動を開始している。 

以下に、ITS Japanが情報収集を行った、各取り組みの活動状況を整理する。 

 

2.1 道路の共通位置参照方式 

道路の共通位置参照方式は、道路上の位置を「路線」と「路上参照点」で特定す

る手法である。 
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東大 CSIS 寄付研究部門「空間情報社会研究イニシアティブ(CSIS-i)」 

第 5回公開シンポジウムより 
 

一般的に、道路上の位置を特定するためには、緯度・経度や、道路ネットワーク

のリンクを基準とする手法が利用されるが、 

・ 緯度・経度：道路情報を整備した地図と道路情報を利用する地図の誤差が位

置の誤差となり、正確に道路上の位置を特定できない。 

・ 道路ネットワーク：道路ネットワーク整備方法の違いや、その後の更新作業

により、道路ネットワークの特定が困難となる。 

等の問題があり、道路情報の正確な位置を特定するためには、道路情報を整備し

た地図と一緒に提供し、利用する地図上での位置を特定する必要がある。 

そこで、道路の共通位置参照方式では、道路を抽象化し、 

・ 交差点 → 一つの路上参照点 

・ 道路 → 一本の路線（接続情報のみとし、道路形状は格納しない） 

で表現し、それぞれにユニークでパーマネントな IDを設定することで、道路上の
位置を安定して特定する手法を提供する。 
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道路の共通位置参照方式に利用される、路線、路上参照点は、現在、国総研、

DRM協会が主催する「位置参照方式検討会」にてその整備仕様と整備方法の議論が
進められている。 

検討会では、2008年度に、整備仕様 Ver0.5が策定され、その試作評価を行い、
整備仕様の問題点が以下のとおり明らかとなった。 

・ 高速道路や立体交差部の路線データの区切り位置が明確でないため、道路ネッ

トワークとのマッチングが困難 

・ 側道の場合、起点・終点路上参照点が同一の路線 IDが２つ存在する可能性が
ある。 

・ 道路を管理する立場からは、県境・市区町村境に路上参照点が必要。 

2009年度は、これらの問題点を改良した整備仕様 Ver0.6 で、再度試作を行い、
整備仕様を確定した。 

2010年度は、全国版データの整備に向けた作業がスタートする。 
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2.2 道路基盤地図情報 

道路基盤地図情報とは、国総研により整備が進められている、道路工事図面をベ

ースとする高精度な道路地図。 

 

 

道路基盤地図情報は、電子納品された道路工事図面を GIS データ化し、道路構造

などに関する 30項目をデータ化し付加されたものである。現在、道路局・国総研に

より直轄国道の蓄積が行われるとともに、（独）日本高速道路保有・債務返済機構に

より高速国道分の蓄積が行われている。 

 

 

道路基盤地図情報は、高精度な道路地図を提供するだけでなく、道路上に設置さ

れた施設（標識）情報の管理と流通にも大きな効果を発揮する。 
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国総研、DRM協会が主催する「位置参照方式検討会」では、道路の共通位置参照
方式と道路基盤地図情報を連携させ、道路上に設置された施設（標識）の高精度な

位置情報の提供実験も行われた。 

道路基盤地図情報を利用して、道路上に設置された施設（標識）の位置を特定し、

その位置を道路の共通位置参照方式による路線と路上参照点からの相対位置に変換

することで、施設（標識）の位置情報の精度の向上と、施設情報の流通を容易にす

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3 高度デジタル道路地図情報検討会 

高度デジタル道路地図情報検討会は、DRM 協会が主催する検討会で、道路基盤地図

情報等の道路管理者から提供される高精度の道路地図から、走行支援サービスに必

要な情報の抽出と整備方法の検討が進められている。 

現在、下記の試作データが整備され、 

・ 市街地：全国 19政令指定都市の複雑な交差点 500箇所の車線単位の詳細情報 

・ 郊外部：標高値と曲率半径データの整備 

・ 高速道路：500kmの区間の整備 

参加各社にて、その実用性に関する評価が行われている。 

 施設名：案内標識 
 管理 ID 
 位置座標：緯度／経度 
 路線 ID 
 路上参照点 ID、相対距離 
 詳細情報 

道路基盤地図

路線 

路上参照点 管理施設 

施設管理 
情報 

相対距離 

道路情報の利用者は、路

線、路上参照点をキーに施

設情報を、利用する地図上

へ反映させ、利用する。 

路線 
路上参照点 
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今後は、評価結果をまとめると同時に 

・ 整備道路の拡大 

・ 整備方法の効率化 

・ メンテナンス方法 

等の検討を行い、実用化を目指す。 

 

2.4 道路更新情報流通推進研究会 

東大 CSIS が主催する検討会で、道路の更新情報を収集する仕組みの検討が行われ

ている。 

2009年度は、研究会に参加する大阪府、岐阜県、三重県が管理する以下の各種道
路情報を分析し、利用することで、網羅性の高い道路更新情報を入手できることが

明らかになった。 

・工事入札公告情報 

・道路の供用開始の公示情報 

・ 道路開通情報 

・ 電子納品成果 

今後、これら上記の情報を実際に収集し、提供する仕組みの検討を行う。 
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道路更新情報流通推進研究会（東大 CSIS）資料より 

 

2010年度は、対象とする地方自治体を全国に拡大し、道路更新情報を収集、流通
させる仕組みの実用性を検討する。 

 

2.5 ｉフォーラムにおける災害情報流通の研究 

災害発生時において、道路の通行に支障が生じ、道路利用者に危険が及ぶと見込

まれる場合には、道路管理者、交通管理者により、道路の通行の規制、制限が行わ

れる。 

しかし、最近、頻発するゲリラ豪雨では、その状況の変化は急であり、道路管理

者、交通管理者による通行規制、通行制限が、時として間に合わず、不幸な結果と

なることがある。 

また、巨大地震の発生時は、二次被害を防止するため被害発生箇所、被害が予測

される道路の情報を運転者に的確に提供する必要がある。 

ｉフォーラムでは、ゲリラ豪雨、巨大地震をテーマに、気象庁、京都大学防災研

究所をオブザーバーとして、災害発生時に携帯電話やカーナビ等、移動中の個人の
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情報提供可能な端末に対し、必要な防災情報を提供するための仕組みの研究を行っ

ている。 

災害情報は、様々な情報提供者（気象庁、国土交通省、道路管理者、地方自治体、

民間気象予測会社等）により収集されるが、そのまま利用者に情報を提供するだけ

では、利用者は、独自にその影響を判断する必要があり、必ずしも、適切な行動を

とる事ができない。 

ｉフォーラムの研究会「道路空間（道路ネットワーク）上の移動体に対する防災・

火災（風水害・地震）情報の伝達手法に関する研究」では、情報提供者が提供する情

報を集め、利用者が利用しやすい情報に加工し、利用者に提供する仕組みを提案す

る。災害情報は車だけでなく、歩行者にとっても必要な情報であり、ｉフォーラム

では、災害情報の利用者を GPS 付き携帯端末所有者と位置づけ、利用者の特徴から、
この災害情報提供の仕組みを、不特定多数の利用者に情報を提供するマスメディア

と、特定の利用者に情報を提供するパーソナルメディアの中間のメディアとして、

ｉフォーラムではマイクロメディアと定義する。 
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ｉフォーラム『道路空間（道路ネットワーク）上の移動体に対す

る防災・火災（風水害・地震）情報の伝達手法に関する研究』

（2009年 12月）より 
 

マイクロメディアは、共通情報処理機能とサービス提供機能に分けられる。共通

情報処理部は、各情報提供者から提供される災害情報を集約し、災害情報を解釈し、

サービス提供機能が、各利用者に必要な情報を抽出し、利用者に提供することで、

各利用者による適切な行動を可能とする。 

そこで、走行支援サービスにおける災害情報の利用を検討するため、本年度より

ｉフォーラムと連携し、このマイクロメディアを利用した災害情報の流通の仕組み

とその利用の検討を行うことを合意した。 

※ｉフォーラムについて 

2001 年にカーナビメーカー、地図サプライヤが中心となり設立されたフォ
ーラムで、モバイル位置情報事業における各種企業の事業参入を容易にし、

モバイル位置情報産業全体の発展へ寄与することを目的にし、車載機とセン

ター間の通信“i フォーマット”（サーバー体系標準）を整備し、現在は、移
動体への防災情報の提供という社会性の高いサービスも重要であるとの認識

から、気象庁をオブザーバーに迎え、防災情報配信の仕組みの研究を進めて
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いる。 

参加メンバーは、 

幹事会社：インクリメントＰ㈱、ESRIジャパン㈱、クラリオン㈱、 
三菱電機㈱ 

監事会社：パイオニア㈱ 

会員会社：㈱Agoop、アルパイン㈱、㈱NTT データ CCS、応用技術㈱、 
     沖電気工業㈱、㈱デンソー、㈱トヨタ IT開発センター、 

NAVTEQ㈱、日産自動車㈱、日本精機㈱、㈱本田技術研究所、 
㈱パスコ、㈱日立製作所、㈱ルネサステクノロジ 

賛助会員：京都大学防災研究所 巨大災害研究センター 
     立命館大学 歴史都市防災センター 
オブザーバー：気象庁 

HP：http://www.i-forum.jp/ 
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第3章 地図利用を想定する走行支援サービス 

3.1 地図利用を想定する走行支援サービスの一覧 

（表３－１） 

3.2 地図利用を想定する走行支援サービスの概要 

（表３－２） 
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(表3-1) 地図利用を想定する走行支援サービスの一覧

歩行者情報
二輪車情報

交差点の詳細情報③左折

対向車情報
歩行者情報

交差点の詳細情報②右折

対向車情報交差点の詳細情報①直進
2-2.交差点周
辺情報

路面電車情報
路面電車の軌道情
報
軌道敷内通行可情
報

⑤路面電車

対向車情報道路幅員④対向車

周辺車両情報車線変更禁止箇所③進路変更

周辺車両情報追越し禁止箇所②追越し

合流情報合流箇所①合流
2-1.周辺車両
情報2.周辺情報

提供
（注意喚
起）

動的情報静的情報
センサ／通信

利用する地図データ
サービス対象サービス機能モード

視界情報②視界

気象情報①降雨・降雪・暴風1-8.気象情報

スクールゾーン
情報
シルバーゾーン
情報
住宅地情報

①スクールゾーン・
シルバーゾーン・住
宅地

1-7.ゾーン情
報

路面冠水情報
路面凍結情報
気象情報

①冠水・凍結1-6.路面情報

臨時交通規制情
報

③臨時交通規制

道路工事情報②道路工事

渋滞情報
渋滞の後尾位置

①渋滞情報
1-5.交通情報

標識情報①標識1-4.標識情報

可変レーン情報
レーン規制情報
可変レーン情報
バスレーン情報

①走行レーン1-3.車線情報

一方通行情報②一方通行

一時停止情報①一時停止1-2.交通規制
情報

サグ発生箇所
制限速度情報

③サグ渋滞

危険箇所情報②安全速度

制限速度情報①制限速度

1-1.速度情報

1.道路情報
提供
（注意喚
起）

動的情報静的情報
センサ／通信

利用する地図データ
サービス対象サービス機能モード
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先行車との距
離、相対速度

路面情報道路形状④追突回避

一時停止情報③一時停止

路面情報制限速度情報
危険速度情報

②速度制御

車線情報
レーン情報
（分岐、合流箇所）

①車線維持
3-2.車両制御
（ブレーキ制御）

気象情報道路勾配
充電ポイント

⑥電力制御

路面情報道路勾配
道路曲率

⑤スタビリティ制
御

道路勾配
道路曲率

④ライト制御

路面情報
道路勾配
道路曲率

③サスペンション
制御

路面情報
道路勾配
道路曲率

②シフト制御

先行車との距
離

道路勾配
道路曲率

①ACC（Adaptive 
Cruise Control）

3-1.車両特性制御
（制御ユニットの
パラメータ制御）

3.車両制
御

動的情報静的情報
センサ／通信

利用する地図データ
サービス対象サービス機能モード

公共交通の運
行情報
満空情報
駐車位置

交通結節点情報
・駐車場情報
・接続方法と接続時
間

③マルチモーダル

公共交通の運
行情報
満空情報
駐車位置

パークアンドライド
の駐車場情報
・位置
・乗換える公共交通
の情報

②パークアンドラ
イド

満空情報
駐車位置

駐車場情報
・位置
・営業時間

①駐車場4-2.交通結節点
情報

消費燃料情報渋滞情報道路勾配
道路曲率
制限速度情報
交差点情報

①CO2排出量の抑
制

4-1.環境支援情
報

4.移動支
援

動的情報静的情報
センサ／通信

利用する地図データ
サービス対象サービス機能モード
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サービス機能：

機能概要

1.道路情報提供（注意喚起） 1-1.速度制御

ドライバーへ速度情報を提供する。

①制限速度

走行速度が制限速度から一定時間超過した場合、

ドライバーに速度の超過を注意喚起する。

②安全速度

路面状況（降雨、凍結等）の変化により、制限速度内で走行しても安全な走行が確保でき

ないと判断された場合、安全な走行が確保できる安全速度を提供し、ドライバーに速度の

超過を注意喚起する。

③無意識の速度低下

サグ部の渋滞は、速度低下により

発生する。

サグ部を走行する際、走行速度の

低下が判断された場合、ドライバ

ーに速度の低下を注意喚起する。

都道府県公安委員会制限速度情報

ESCが検出するスリップ情報も
リアルタイムな情報となる。

道路管理者、ユーザー路面情報

ユーザーからの危険情報も情報
ソースとなる。

道路管理者、ユーザー危険箇所情報

道路管理者サグ部③サグ渋滞

道路管理者道路曲率、道路勾配②安全速度

制限速度情報①制限速度

補足説明管理主体利用する道路情報サービス対象

速度超過を原因とする交通事故は多くはないが、死亡事故となるケースが多い。
速度超過を原因とする全交通事故件数の0.4％
速度超過を原因とする死亡事故件数は、全死亡事故件数の7.5% （平成21年中、警察庁の発表資料より）
高速道路における慢性的な渋滞の半数は、サグ・上り坂で発生している。
平成21年度のGWに発生した10km以上の渋滞箇所。
サグ・上り坂：208回、トンネル：10回、分合流等：97回 （国土交通省の資料より）

ドライバーへの適切な速度情報の提供は、交通死亡事故、渋滞の削減へ効果を発揮する。

(表3-2) 地図利用を想定する走行支援サービスの概要

ITS World Congress,New York
ADASIS PROTOCOL FOR ADVANCED IN-
VEHICLE APPLICATIONより

国土交通省道路局 HPより

効果
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サービス機能：

機能概要

1-2.交通規制情報1.道路情報提供（注意喚起）

交通規制情報の見落としを注意喚起する。

①一時停止
一時停止箇所を減速せずに走行する可能性が高い場合、一時停止が存在することを注意
喚起する。

②一方通行
一方通行を逆走しないように注意喚起する。

都道府県公安委員会一方通行情報②一方通行

一時停止標識、一時停止線都道府県公安委員会一時停止箇所情報①一時停止

補足説明管理主体利用する道路情報サービス対象

各年代において交通事故発生率が低下している中、唯一高齢者層は増加傾向が続いており、
特に高齢者が運転者の場合、安全不確認、一時不停止を原因とする交通事故の割合が多い。
安全不確認による交通事故 若者（16～24歳）：23.9%、高齢者（65歳以上）：34.2%
一時不停止による交通事故 若者：4.2%、高齢者：6.4% （平成21年中、警察庁の発表資料より）

高齢者ドライバーの増加は、交通規制情報の見落としにより交通事故の増加が予測される。
交通規制情報の見落としを注意喚起することで、高齢者ドライバーの運転を支援する。

トヨタ自動車㈱HPより

効果
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サービス機能：

機能概要

1-3.車線情報1.道路情報提供（注意喚起）

複雑に変化する車線規制情報を提供する。

①走行レーン

渋滞を緩和するために、時間帯により進
行方向を変えるリバーシブルレーンが存
在する道路については、リバーシブル
レーンの存在情報、通行方向の情報を
提供する。

バスレーンが存在する道路においては、
バスレーンの存在の情報を提供すると同
時に、通行規制時間帯では、通行禁止、
優先通行の注意喚起を行う。

規制時間、規制内容都道府県公安委員会バスレーン情報

動的情報都道府県公安委員会可変レーン情報

都道府県公安委員会レーン規制情報①走行レーン

補足説明管理主体利用する道路情報サービス対象

右折レーン、左折レーン等の進行方向区分
別通行区分、進路変更禁止情報等を提供し、
走行レーンを注意喚起する。

市街地においては、渋滞の緩和と公共交通の定時性を確保するため、複雑なレーン規制が行われること
がある。
しかし、慣れない道路を走行する場合、複雑なレーン規制は、運転者の負担となり、見落としによる接触
事故の要因となる。

的確な車線情報を運転者に提供し、運転者の負担を低減することで、見落としによる接触事故を低減す
ることができる。
また、自動車の無駄な動きが低減することで、公共交通の定時性も向上する。

効果
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サービス機能：

機能概要

1-4.標識情報1.道路情報提供（注意喚起）

道路上に設置される道路標識の情報を提供し、注意喚起する。

①標識
道路を走行する上での注意情報は、道路管理者が警戒標識として設置する。警戒標識の情報をドライ
バーへ提供することで、警戒標識の見落としを注意喚起する。

道路管理者警戒標識①標識

補足説明管理主体利用する道路情報サービス対象

交通事故原因の約３割は、安全不確認による。 （平成21年中、警察庁の発表資料より）
道路上に設置される道路標識は、運転者への安全確認を促すためのもので、道路管理者が過去の
交通事情を考慮したものである。

道路標識の情報を運転者へ提供することで、道路管理者の注意喚起情報である道路標識の見落とし
を無くし、安全不確認による交通事故の低減に寄与する。

効果
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サービス機能：

機能概要

1-5.交通情報1.道路情報提供（注意喚起）

道路の交通状況を提供し、該当道路の走行を注意喚起する。

①渋滞情報
渋滞箇所と渋滞末尾の位置情報を提供し、追突等の注意喚

起を行う

②道路工事
道路工事箇所の情報を提供し、注意喚起を行う。

③臨時交通規制
臨時交通規制箇所の情報を提供し、注意喚起を行う。

動的情報警察署長及び警察官臨時交通規制情報③臨時交通規制

動的情報道路管理者道路工事情報②道路工事

動的情報道路管理者渋滞の末尾情報

動的情報道路管理者渋滞情報①渋滞情報

補足説明管理主体利用する道路情報サービス対象

高速道路の事故原因の約７割は追突による。
走行車への追突：23.1%、車線停止車への追突：40.2% （平成21年中、警察庁の発表資料より）

渋滞情報等の交通情報は、すでにVICS等でカーナビに提供されるが、渋滞の状況が提供されるの
みであり、渋滞を原因とする交通事故の削減にはなっていない。
渋滞末尾等の詳細情報を提供することで、渋滞を原因とする交通事故の低減に寄与する。

国土交通省道路局

スポット通信サービス（DSRCサービス HPより

効果
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サービス機能：

機能概要

1-6.路面情報1.道路情報提供（注意喚起）

走行に支障が発生する可能性のある路面の変化情報を提供し、注意喚起する。

①冠水・凍結
道路の冠水、凍結による通行に支障が発生する箇所において、冠水、凍結の状況をその道路を走行す
るドライバーに提供し、注意喚起を行う。

サービス事業者過去の履歴

気象庁気温、降雨・降雪量

道路管理者路面凍結情報

道路管理者路面冠水情報①冠水・凍結

管理主体利用する道路情報サービス対象

道路路面状況の変化は、大きな事故となる可能性がある。
特に、路面凍結は道路を走行する上で大きな障害となる。
また、最近のゲリラ豪雨の頻発により、急激な路面冠水となり、痛ましい事故も発生している。

正確な路面凍結情報の提供は、交通事故低減に寄与する。
しかし、路面状況は、短時間で変化し、情報の遅れは、致命的となるため、路面情報の的確な収集と
迅速な提供の仕組みが重要であり、また、変化を予測する技術も必要となる。

独立行政法人 北海道開発土木研究所 HPより

効果

また、過去の履歴情報と、気温、降雨・降雨量等の変化から、路面の冠水・凍結を予測し、事象の発
生を予測し、その道路を走行する可能性のあるドライバーに提供し、注意喚起を行う。
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サービス機能：

機能概要

1-7.ゾーン情報1.道路情報提供（注意喚起）

道路の利用情報を提供することで、注意喚起する。

①スクールゾーン・シルバーゾーン・住宅地
地域住民にとって道路は生活の場でもある。そこで、地域住民の道路利用の情報を提供することで、そ
の道路を走行するドライバーに注意喚起を行う。
スクールゾーン：
歩行者と車の通行を分けて、通学通園時の幼児・児童の安全を図ることを目的に、小学校や幼稚園な
どのおおむね半径500メートルの範囲で設定。
全国に約2万1千カ所(06年4月現在)ある。
シルバーゾーン：
高齢者が利用する施設の周辺で特に高齢者の交通安全を確保する必要性の高い地域（当該施設から
概ね５００ｍ以内）に設定。

地方自治体住宅地情報

地方自治体シルバーゾーン情報

地方自治体スクールゾーン情報①スクールゾー
ン・シルバー
ゾーン・住宅地

補足説明管理主体利用する道路情報サービス対象

生活の場である地域の道路は、自動車の増加と共に、自動車に占拠され、地域住民である歩行者に
とっては、非常に不便で危険なものとなっている。
道路を安全に歩行できる環境とするスクールゾーン等のゾーン情報は、地域住民のための道路であるこ
とを示す情報である。

地域のゾーン情報を収集し、ドライバーに提供することで、通過車両の地域の道路への進入を抑制し、
地域の道路の安全性を確保する。

日産自動車㈱ 安全の取り組み HPより

効果
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サービス機能：

機能概要

1-8.気象情報1.道路情報提供（注意喚起）

ドライバーへ気象情報を提供し、注意喚起する。

①降雨・降雪・暴風
降雨・降雪、暴風情報をその地域を走行するドライバーに提供し、注意喚起を行う。

②視界
豪雨、霧、吹雪等により視界は大幅に低下し、道路を走行する上で支障が生ずる
場合、視界情報をその道路を走行するドライバーに提供し、注意喚起を行う。

動的情報道路管理者視界情報②視界

動的情報気象庁暴風情報

動的情報気象庁降雪情報

動的情報気象庁降雨情報①降雨・降雪・
暴風

補足説明管理主体利用する道路情報サービス対象

豪雨、暴風等の気象状況は、道路を走行する上で、運転者の大きな負荷となり、視界が制限されるこ
とで、本来、確認できた危険状況を見落とし、重大な事故につながる。
気象の局所的な変化は、気象観測技術の向上により、近い未来であれば、かなり正確に予測すること
が可能となっている。

最新の気象状況をドライバーに提供し、走行する上での注意を促すと同時に、気象状況の変化を予測
し、事前に危険な状況を知らせることで、運転計画の変更、ルートの変更等の処置を促す。

ホンダインターナビプレミアムクラブ HPより

効果



29

サービス機能：

機能概要

2-1.車両周辺情報２.周辺情報提供（注意喚起）

車両の周囲の状況（周辺の車両の存在等）を感知し、ドライバーに車両の周辺情報を提供する。

①合流
合流箇所において、合流
する車両を路上に設置さ
れた路上感知器が検出
し、合流する車両の情報
を路車間通信にて入手し、
ドライバーに注意喚起す
る。

②追い越し
追い越し禁止区間での追い
越し動作を、ドライバーに注
意喚起する。
周辺車両の情報をカメラ・
レーダー、通信システム等で
入手し、周辺車両の存在を、
ドライバーに注意喚起する。

③進路変更
車線変更禁止区間での車線変更動作を、ドライバーに注意喚起する。
周辺車両の情報をカメラ・レーダー、通信システム等で入手し、周辺車両の存在を、ドライバーに注意
喚起する。

④対向車
幅員狭小箇所における対向車の存在を路上感知器が検出し、対向車の接近情報を路車間通信にて
入手し、ドライバーに注意喚起する。

⑤路面電車
路面電車の軌道周辺において、路面電車の接近情報を路車間通信で入手し、ドライバーに注意喚起
する。

都道府県公安委員会軌道敷内通行可情報

道路管理者路面電車軌道情報⑤路面電車

道路管理者幅員狭小区間④対向車

都道府県公安委員会車線変更禁止区間③車線変更

都道府県公安委員会追い越し禁止区間②追い越し

道路管理者合流箇所①合流

補足説明管理主体利用する道路情報サービス対象

ドライバーは常に、周辺車両に注意して走行する必要がある。
特に、車線変更、追い越し、合流等の周辺車両との走行軌跡がクロスするシーンでは、周辺車両の見落
としは、重大な事故となる。

周辺車両の状況をカメラ、センサ等で探知し、運転者に知らせることで、周辺車両の見落としによる事故
の低減に寄与する。

ITSの標準化2009（自動車技術会）より

効果
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サービス機能：

機能概要

2-2.交差点情報２.周辺情報提供（注意喚起）

交差点における車両、歩行者等の情報を提供する。

①直進
信号の無い交差点において、交差する
非優先道路から進入する車両の情報を
路上感知器で検知し、路車間通信にて
入手し、ドライバーに注意喚起する。

②右折
接近する対向車の情報、横断歩道上の歩
行者の情報を路上感知器で検出し、路車
間通信で入手し、ドライバーに注意喚起す
る。

③左折
左側を走行する二輪車の存在を、カメラ等を利
用して検知し、また、横断歩道上の歩行者の情
報を路上感知器で検出し、路車間通信で入手し、
ドライバーに注意喚起する。

都道府県公安委員会交差点の詳細情報③左折

都道府県公安委員会交差点の詳細情報②右折

交差点における車両、歩行者の位
置関係を明確にする。

都道府県公安委員会交差点の詳細情報①直進

補足説明管理主体利用する道路情報サービス対象

交通事故は、市街地の交差点でその４割が発生する。（平成21年中、警察庁の発表資料より）
交差点は、車両、歩行者等が交差する場所であり、運転者が判断すべき情報は多く、見落としが大きな
事故となる。

交差点における車両、歩行者の存在とその位置をセンサ、カメラ等で検出し、通信を利用して情報を交
換する仕組みは、交差点における交通事故の削減に大きく寄与する。
特に、事故多発地点においては、早期の対応が必要である。

ITS無線システムの高度化に関する研究会 報告書（総務省）より

効果
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サービス機能：

機能概要

3-1.車両特性制御3.車両制御（注意喚起）

道路情報を利用することで、車両の制御ユニットの制御を最適化させ、車両の安全性を向上させる。

①ACC
ACCにおいて、走行道路の形状（カーブ、勾配）によっては、先行車を検出するセンサの性能を十分発揮
できない場合がある。ACCの制御ユニットに走行道路の詳細形状（道路曲率、道路勾配）の情報を提供
することで、ACC制御を最適化する。

②シフト制御
シフト制御ユニットに、走行道路の詳細形状（道路曲率、道路勾配）の情報を提供することで、その道路を走
行する上で最適なシフト制御を行う。
道路の路面情報を提供することで、路面状況の変化に対応したシフト制御を可能とする。

③サスペンション制御
サスペンション制御ユニットに、走行道路の詳細形状（道路曲率、道路勾配）の情報を提供することで、
その道路を走行する上で、最適なサスペンション制御を行う。
道路の路面情報を提供することで、路面状況の変化に対応したサスペンション制御を可能とする。

④ライト制御
ライト制御ユニットに、走行道路の詳細形状（道路曲率、道路勾配）の情報を提供することで、その道路を
走行する上で、最適なライト制御（配光制御）を行う。

⑤スタビリティ制御
スタビリティ制御ユニットに、走行道路の詳細情報（道路曲率、道路勾配）の情報を提供することで、その
道路を走行する上で、最適な走行となるよう、ブレーキ、エンジントルク制御を行う。

⑥電力制御
ハイブリッド車、電気自動車において、電池の消費量を左右する、走行道路の詳細形状（道路勾配）の情
報や気象情報（気温、日照量等）を提供することで、電池の充放電制御を最適化する。
また、電力消費量、電池の残量、充電ポイントまでの距離を利用し、電池残量の最適制御を行う。

動的情報気象庁気象情報

サービス事業者充電ポイント

道路管理者道路勾配⑥電力制御

動的情報道路管理者路面情報

道路管理者道路曲率、道路勾配⑤スタビリティ制御

道路管理者道路曲率、道路勾配④ライト制御

動的情報道路管理者路面情報

道路管理者道路曲率、道路勾配③サスペンション制御

動的情報道路管理者路面情報

道路管理者道路曲率、道路勾配②シフト制御

道路管理者道路曲率、道路勾配①ACC

補足説明管理主体利用する道路情報サービス対象

自動車の走行安全性を高めるため、様々な車両制御装置が開発され搭載される車は多くなっている。

車両制御装置は、各種センサにより情報を収集し、最適な制御を行うが、道路情報を利用することで、道
路の変化を予測した制御が可能となり、さらに、その制御特性を高め、車両の走行安全性を高めることが
できる。

効果
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サービス機能：

機能概要

3.車両制御（注意喚起） 3-2.車両制御（ブレーキ制御）

走行支援ユニットにより、車両のブレーキを制御することで、車両の危険回避を行う。

①車線維持
車載カメラで車線逸脱の可能性を検出した場合、各輪のブレーキを個別に制御し、車両を車線内へ戻
す制御を行う。

②速度制御
制限速度、危険速度を越えて走行する場合、ドライバーに注意喚起を行っても、ドライバーが減速操作
を行わない場合、ブレーキ操作を行い、制限速度内、危険速度内に減速制御を行う。
道路の路面情報を提供することで、路面状況の変化に対応したブレーキ制御を可能とする。

③一時停止
一時停止箇所の存在をドライバーに注意喚起してもドライバーが減速操作を行わない場合は、ブレーキ
操作を行い減速する。

④追突回避
レーダー、カメラにより、先行車両、障害物への追突が可能性が高いと判断された場合、ドライバーに警告
を行う。その後、追突が回避できないと判断された場合は、シートベルトを作動させ、追突に備えると同時
に、ブレーキ操作をして、追突の被害を軽減させる。
道路の路面情報を提供することで、路面状況の変化に対応したブレーキ制御を可能とする。

動的情報道路管理者路面情報

道路管理者道路曲率、道路勾配④追突回避

都道府県公安委員会一時停止箇所の情報③一時停止

動的情報道路管理者路面情報

道路曲率、道路勾配、危険箇所情
報から作成

サービス事業者危険速度情報

都道府県公安委員会制限速度情報②速度制御

道路管理者レーン情報①車線維持

補足説明管理主体利用する道路情報サービス対象

走行支援サービスでは、システムは、運転者に注意喚起を行い、運転者が自らがその対応を行うことを
基本とする。
しかし、運転者が的確な対応を行わない場合は、事故を削減することはできない。

システムが危険を回避できないと判断した場合、ブレーキを制御し、交通事故を回避する。

日産自動車㈱ 安全の取り組み HPより

トヨタ自動車㈱HPより

効果
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サービス機能：

機能概要

4-1.環境

自動車を利用する際に、環境への負荷を最小限とするために必要となる情報を提供する。

①CO2排出量の抑制
走行道路の形状（道路勾配、道路曲率等）、走行速度、交差点での停止・発進は、自動車のCO2排出量
を大きく左右する。
これらの情報から、トータルで判断をし、CO2排出量が最少となる走行ルート、走行計画（出発時間、休憩
時間等）を提供する。

実際の道路における消費燃
費テーブル

サービス事業者消費燃費

動的情報都道府県公安委員会渋滞情報

都道府県公安委員会制限速度情報
交差点情報

道路管理者道路勾配、道路曲率①CO2排出量の抑制

補足説明管理主体利用する道路情報サービス対象

JAF エコドライブガイドより

日本のCO2排出量の約2割を運輸部門が占め、その約半分が自家用乗用車からの排出となっている。
（2007年度 国土交通省の発表資料より）
地球環境への負荷を低減するためには、自家用乗用車のCO2排出量の低減は、重要である。

自動車のCO2排出量に影響のある情報を提供することで、走行時のCO2排出量を最小限となる走行
計画、走行方法を可能とし、自家用自動車の無駄なCO2排出量を抑制する。

4.移動情報提供（注意喚起）

効果
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サービス機能：

機能概要

4-2.移動支援4.移動情報提供（注意喚起）

①駐車場
駐車場の位置、営業時間、満空情報
から、最適な駐車場へ案内する。
降車時は、駐車位置情報を提供する。

②パークアンドライド
目的地までのルートを、自動車のルート
だけでなく、公共交通機関の運行状況、
公共交通への乗り換えのための駐車場
情報から、最適な移動ルートを提供する。
公共交通への乗り換えルートの支援を
する。

③マルチモーダル
マルチモーダルな移動環境を支援する
ため、交通結節点でのモーダルシフト情
報を提供する。

情報の標準化が必要交通事業者交通結節点情報③マルチモーダル

駐車場から公共交通への乗り換え
ルート

交通事業者乗り換えルート

運行状況、駐車場情報交通事業者公共交通情報②パークアンドラ
イド

駐車場事業者駐車位置情報

駐車場位置、営業時間、駐車可能車
両、料金、満空情報

駐車場事業者駐車場情報①駐車場

補足説明管理主体利用する道路情報サービス対象

地球環境への負荷を低減するため、自動車を中心とした交通手段から公共交通との連携による移動手
段への転換が必要となる。
自家用自動車の輸送量単位あたりのCO2排出量は、鉄道の9倍となる。
自家用自動車：169g-CO2/人キロ、航空：109g-CO2/人キロ、バス：51g-CO2/人キロ、
鉄道：19g-CO2/人キロ （2007年度 国土交通省の発表資料より）
しかし、自動車はドアtoドアの移動を可能とするものであり、公共交通への乗り換えは、その利便性を低
下させることになり、その推進は難しい。

自動車と公共交通の情報を連携させ、自動車から公共交通、公共交通から自動車への乗り換えのスト
レスを無くすことで、自動車から公共交通への乗り換えを促進する。
高齢化社会では、ドアtoドアの利便性は重要であり、自動車、公共交通を連携させることで、交通事故
が多発する市街地での移動手段を安全なものとすることが可能となる。

効果
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3.3 地図利用を想定する走行支援サービスによる各主体の効果 

様々な対策、啓蒙活動により、交通事故件数、交通事故による死亡者数は年々減

少し、2009 年中の交通事故による死亡者数は、5,000 人を切ることができた。しか

し、高齢者の増加は、高齢者が被害者となるだけでなく加害者となるケースも多く

なっている。警察庁の発表資料（「平成 21 年中の交通事故の発生状況」警察庁交通

局）によると、交通事故の発生場所の４割以上が市街地の交差点であり、さらに、

高齢者は、若者に比べ、安全不確認と一時不停止を原因とする交通事故の割合が高

くなる等の特徴があり、走行支援サービスの実現は、交通事故の撲滅に対しその効

果が期待される。 

また、地球温暖化は、自動車からの CO2 排出量の抑制は緊急の課題であると同時

に、移動手段を社会として最適なものに見直す必要がある。 

前節までに整理した走行支援サービスの実現に向けた道路情報の流通は、①社会、

②エンドユーザ、③情報提供者（道路情報管理主体）、④事業者、それぞれに大きな

効果が期待される。 

①社会的な効果 

 一般にとって身近である道路交通の分野において、こうした新たな官民連携によ

る取り組み、情報の円滑な流通が進むことは、他の様々な分野との情報連携やこれ

に伴う社会の諸課題の解決、新たな価値の創造につながる。具体的には、道路とい

う地球上の位置・場所を軸とした情報の連携が加速し、これまで様々なバラバラの

情報として管理され十分な活用がなされていない情報や、ある一部の分野でしか活

用されていなかった情報の活用が大きく進む可能性がある。これにより、様々な社

会生活レベルの向上が見込めるとともに、道路交通の分野においても、利用者の利

便性向上などに大きく寄与する。 

 

②エンドユーザの効果 

 エンドユーザである自動車利用者は、これらのサービスの直接的な効果の享受主

体となる。具体的には、各種安全サービスを搭載した自動車を利用することにより

交通事故の危険が低下する。また、直接は交通事故に遭遇しなかった場合において

も、ヒヤリハットの低下や安心感の向上といった精神的な負荷の軽減に対する効果

も大きい。また、環境に関連するサービスを搭載した自動車を利用することにより、

燃料消費量の削減など環境関連コストの負担軽減につながる。また、安全・環境に
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関するサービスを実現する機能を活用することにより、様々な利便性向上にもつな

がる。 

 さらには、こうしたサービスの実現により、直接的な効果の享受主体である自動

車利用者のみならず、歩行者など様々な道路利用者、沿道住民などにも安全、環境

などの面で幅広い効果が期待できる。 

 

③情報管理者（道路情報管理主体）の効果 

 道路情報管理主体にとっては、様々な民間主体などからの情報提供要請に対して

統一的な対応を行うことが可能となるため、情報提供の効率化・コストの軽減が可

能である。また、これまで電子的に整備されていなかったことにより流通していな

かった情報を流通させることにより、道路交通および地域社会のさらなる安全性向

上、環境負荷軽減が期待できる。特に、カーナビをはじめとする様々なモバイル端

末で情報が流通することにより、全国の幅広い利用者に対し、情報提供者が届けた

い情報を正確に届けることが可能となる。 

 さらに、有料道路においては、こうした道路利用者サービスの向上により、道路

利用者の増加も見込める。 

 

④事業者の効果 

 道路情報のオープンな流通の仕組みは、各事業者が個別で入手していた情報の入

手・整備コストを大幅に下げることが可能となる。また、これまで入手が困難であ

った情報が入手可能となることにより、新たなサービスの実現にもつながる。 

国内においてこうした新サービスが実現することにより、国内の市場が創出され

るとともに、国内の成功事例をふまえた海外への展開など、さらなる市場の広がり

も期待できる。 

 また、民間企業が、安全・環境に対し、積極的に対応してゆくことは、企業とし

ての社会的責務に応えることにもつながる。 
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第4章 海外の新たな動きとその対応 

4.1 海外の動向 

本章では、ナビゲーションの枠を超えた新たな地図活用サービスとなる安全・環

境などを目的とした様々な取り組みの現状について、先行的な取り組みを数多く行

っている欧州を中心に概観すると同時に、日本の対応について整理する。 

 

4.2  欧州 ITS行動計画 

2008 年 3 月、欧州委員会は、ITS の進展について関係者への調査を実施し、ITS
の展開が順調に進んでいない状況を確認する。 

そこで、欧州委員会は、2008 年 12 月 16 日に、「欧州 ITS 行動計画（EU ITS 
Action Plan）」を通達し、関係者に、ITS の加速化を要請する。 

COM(2008)886 2008/12/16 

Communication for the Commission 

Action Plan for the Deployment of Intelligent Transport Systems in Europe 

（http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2008:0886:FIN:EN:PD） 

COM(2008)886 では、次表の通り 6 つの優先行動領域と、24 のとるべき行動とそ

の目標年を定める。 
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目標年 優先行動領域 とるべき行動 
2008 年 2009 年 2010 年 2011 年 2012 年 2013 年 2014 年 

1_1.EU全域規模での、リアルタイム交通および旅行情報

提供の手順を明確化 
  ○     

1_2.道路データ、交通規制等の情報収集・提供を最適化     ○   

1_3.タイムリーにアップデートされたデジタル地図データを

公共的利用手順を明確化 
   ○    

1_4.無料提供する交通情報のデータ・手順の仕様作成  ○ ○ ○ ○   

1.道路、交通、旅行データの最

適利用 

1_5.出発地から目的地まで、マルチモーダルな行路計画

作成サービスの開発促進 
    ○   

2_1.乗客および貨物に対し継続的に ITS サービスを提供

する手順と仕様を作成 
   ○    

2_2.貨物輸送（eFreight）用 ITS サービスを特定し、実現

手段を開発 
  ○     

2_3.マルチモーダル ITS 基本アーキテクチャ決定   ○     

2.主要な道路（Transport 

corridor や大都市圏で、ITS に

よる交通および貨物管理サー

ビスを提供 

2_4.電子道路課金の相互運用実現     ○ 
（トラック） 

 ○ 
（乗用車） 

3_1.先進的運転者支援システムおよび安全用 ITS システ

ムの展開を促進 

（新車へ、場合によっては既使用車も） 

 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

3_2.eCall 導入のため、基盤実現をサポート  ○      

3_3.HMI やノマディックデバイスの法律的な枠組み作成   ○     

3_4.道路交通弱者（Vulnerable Road User）への ITS の効

果評価およびベストプラクティスガイドライン作成       ○ 

3.道路安全 

3_5.ITS 利用駐車システムの評価およびガイドライン作成   ○     
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目標年 優先行動領域 とるべき行動 

2008 年 2009 年 2010 年 2011 年 2012 年 2013 年 2014 年 

4_1.オープンな車載プラットフォームアーキテクチャ導入    ○    

4_2.協調システム（Cooperative Systems）の開発と評価   ○ ○ ○ ○  

4_3.協調システムの Infrastructure-Infrastructure（I2I）、

Vehicle-Infrastructure（V2I）、Vehicle-Vehicle（V2V）通

信仕様確定 

  
○ 

（I2I） 

○ 

（V2I） 
 

○ 

（V2V） 
 

4.共通的に使用される協調シス

テム 

4_4.欧州標準化機関に調和ある標準を作成させる指令

（mandate）を確定 
 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

5_1 セキュリティと個人データ保護の評価と対応策提案    ○    5.データのセキュリティと個人情

報保護、法的責任 
5_2.安全システムの法的責任問題に対処    ○    

6_1.欧州協調に向けた法的枠組みを提案 ○       

6_2.ＩＴＳへの投資判断支援ツールキット開発    ○    

6_3.ＩＴＳに対する公的な財政支援（funding）のガイドライ

ン作成 
  ○     

6.欧州全域にまたがる協力と協

調 

6_4.ITS 作業協力プラットフォーム設立   ○     
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欧州委員会は、同時に、欧州 ITS 行動計画を、欧州指令（欧州各国への法整備を指

令）とするための指令（Directive）案も提出した。 

COM(2008)887  2008/12/16 

Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE 

COUNCIL 

laying down the framework for the deployment of Intelligent Transport Systems in 

the field of road transport and for interfaces with other transport modes 

（http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=com:2008:0887:fin:EN:pdf） 

さらに、これらの活動を推進するため、２つの組織の設置を決めた。 

(1) European ITS Committee（欧州 ITS委員会） 

議長；欧州委員会 

メンバー：EU 加盟国、欧州委員会 

(2) European ITS Advisory Group（欧州 ITS諮問グループ） 

議長：欧州委員会 

メンバー：サービス提供者、ユーザー団体、輸送事業者、工業界、 

社会的関係者、専門的知識団体、地域当局、欧州委員会 

 

2009 年 4 月 22 日、欧州議会は、この Directive 案を修正付きで承認した。 

 

4.3 路車／車車協調システム 

欧州 ITS 行動計画では、ITS の加速化に向け、具体的なシステムを上げ、その目標年

を提示する。その中で（優先行動領域 4）、走行支援サービスの具体的なサービスとして、

協調システムが上げられている。 

協調システムは、路と車、車と車が通信を介して協調することで、車対車、車対人との

事故を防止する。 

協調システムを具体化するためには、インフラを提供する官とサービスを提供する民の

連携が必要であり、欧州 ITS 行動計画により、官がその具体化を推進することになる。 
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4.3.1 標準化指令 

欧州委員会は、路車／車車協調システムを実現するため、標準化団体に路車／車

車協調システムの標準化作業を指令する。 

M/453 2009/10/6 

Standardization Mandate Addressed to CEN, CENELEC and ETSI 

In the Field of Information and Communication Technologies to Support the 

Interoperability of Co-operative Systems for Intelligent Transport in the 

European Community 

（http://ec.europa.eu/information_society/activities/esafety/doc/2009/mandate_en.pdf） 

その内容は、 

・路車間／車車間通信を相互利用可能とするための、欧州規格を制定すること。 

V2V：vehicle-to-vehicle 

V2I、I2V：vehicle-to-infrastructure 

I2I：infrastructure-to-infrastrucure 

・承認後、下記のスケジュールで報告を行うこと。 

3 ヶ月以内に、行動計画の提案 

1 年以内に、行動計画の経過報告 

20 ヶ月後に、行動計画の達成状況の報告と規格書の提出 

 

4.3.2 CEN/TC278/WG16：Co-operative systems 

CEN は、この欧州委員会からの路車／車車協調システムの標準化指令を受け、

CEN/TC278 内に WG16：Co-operative systems を設置し、下記の標準化作業を開

始する。 

Preliminary Work Items 

WI_00278266 

Classification and management of ITS applications in a global context 

WI_00278267 
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Co-operative system application messages, protocols and profiles 

WI_00278268 

Definition of LDM concept 

WI_00278269 

ITS application requirements for automatic selection of communication 
interfaces 

この中で、WI_00278268 の LDM（Local Dynamic Map）のコンセプトにおいては、

路車／車車協調システムが、周辺の情報を把握するために各種通信等で得た情報と

地図データを組み合わせて利用するコンセプトが示されており、こうしたシステム

に用いる地図データの標準化が今後定義される可能性が高い。 

 

 
SAFESPOT Project の資料より 

 

CEN/TC278/WG16 では、ウィーン協定における CEN リードの立場を取り、そ

の成果を ISO へ展開するため、ISO/TC204 に WG18 を設置する。 
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※ ウィーン協定： 

CEN（欧州標準化委員会）の活動と ISO における国際標準化活動の緊密な連

携を目的に、両機関間の情報交換手続きの他、一定の条件及び手続きの下に、

CEN に ISO 規格の作成をゆだねること（CEN リード）等を内容として、

1990 年に締結された協定。 

 

4.3.3 欧米の連携 

2009 年 11 月 13 日には、 EC/DGINFSO（European Commission Directorate 
General for the Information Society）と USDOT/RITA（U.S. Department of 
Transportation's  Research and Innovative Technology Administration）は、協

調システムにおける共同開発を合意した。 

EU-U.S.Joint Declaration of Intent on Research Cooperation in Cooperative 

Systems 

(http://ec.europa.eu/information_society/activities/esafety/doc/2009/eu_us_joint_decl_

on_coop_systems.pdf) 

 

この欧米の一連の動きは、路車/車車協調システムの実現に向けた開発と標準化の欧米

主導による加速化が懸念される。 

 

4.4 日本の対応 

一方、日本がコンビナーを務める ISO/TC204/WG3（ITS Database Technology）では、

カーナビ（車載機）のナビゲーションサービスから走行支援サービスへの進化に対応する

ため、搭載する地図データのデータ構造の見直しが行われている。  

4.4.1 ISO/TC204/WG3 

ISO/TC204/WG3 では、車載機の地図データの格納方法（データ構造）を 

TS（Technical Specification） 20452 

Requirements and Logical Data Model for PSF and; API and Logical Data 

Organization for PSF used in ITS Database Technology 

として標準化を行い、国内では、JIS（JIS D0810）が制定された。 
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現在、ISO/TC204/WG3/SWG3.2 では、このデータ構造の走行支援サービスに対

応するための拡張が検討されており、その成果を国際標準とするため、 

PWI（Preliminary Work Item） 14296 

Extension of Current Specification of In-Vehicle Digital Map Database 

を日本から提案し、2010 年秋の NP（New Work Item Proposal）提案と NP 登録

承認に向け、関係各国への参加要請が行われている。 

 

4.4.2 PWI14296 

今までのカーナビに搭載される地図データのデータ構造は、ナビゲーションサー

ビスを提供するため、背景地図と道路ネットワークデータで構成される。 

・背景地図 

地図表示、マップマッチング利用される地図データで、地図データのアクセ

ス効率、応答性を考慮し、メッシュ単位で格納され、また、必要な尺度の地

図データがあらかじめ準備される。 

・道路ネットワーク 

経路探索に利用される地図データで、道路の接続関係、通行規制が格納され

る。探索経路の性能を向上させるため、道路の種別、幅員等の道路の属性も

格納される。道路ネットワークもメッシュ化、階層化されたデータを準備す

ることで、探索速度を向上させている。 
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Kiwi-W コンソーシアム資料より 

 

走行支援サービスでは、道路上で遭遇する様々な状況に対応するため、利用する

道路属性の拡張と、迅速に更新する仕組みが必要となる。 

また、交差点や高速道路等においては、車載カメラ・センサや路車・車車間通信

を利用する協調システムが、周辺車両・歩行者を正確に把握できるようにするため

に、高精度で詳細な道路地図が必要となる。 

そこで、Kiwi-W コンソーシアムが中心となり、ナビゲーションサービス用のデー

タモデルを拡張した、走行支援サービスに対応するための地図データのデータモデ

ルの検討を進めており、その成果は、PWI14296 の input とし、ISO での標準化を

目指している。 

 
 

背景地図 道路ネットワーク 経路探索 
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Kiwi-W コンソーシアム資料より 

 

・路線・交差点 

要件：道路情報の拡張と迅速な更新への対応 

概要：道路の共通位置参照方式と同様に、道路ネットワーク上の位置を路線・

交差点で管理する。 

拡張・更新された道路情報や動的情報は、その位置情報を路線・交差点

で提供され、車載機内で道路ネットワークに展開し、利用する。 

路線・交差点にユニークでパーマネントな ID を設定することで、車載

機に搭載される地図データ（道路ネットワーク）のバージョンに依存す

ることなく、道路情報、動的情報の更新が可能となる。 

・道路詳細図 

要件：協調システムにおいて道路上の周辺車両・歩行者の正確な把握 

概要：道路の詳細形状、レーン情報、横断歩道等の路面表示情報を格納する。 
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道路詳細図は、実空間の実座標で管理され、自車、周辺車両・歩行者の

正確な位置を実座標で把握する。 

道路詳細図の位置は、路線・交差点との相対位置を管理することで、道

路ネットワーク上の車両位置との連携を可能とする。 

 

 
Kiwi-W コンソーシアム資料より 
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Kiwi-W コンソーシアム資料より 

 

路線・交差点は、道路の共通位置参照方式の路線・路上参照点と同じ ID、または、

ID の変換テーブルを持つことで、道路管理者から提供される道路情報を、そのまま

利用することも可能となり、リアルタイムの更新が必要となる動的情報、災害情報

を直接利用することを可能とする。 

また、道路詳細図は、その管理を路線・交差点で行うことで、全ての道路につい

て準備をする必要はなく、高度な走行支援サービスを必要とする交差点、高速道路

についてのみ整備することで、効果的に協調システムの利用が可能となる。 

 

現在、Kiwi-W コンソーシアムでは、PWI の NP 登録承認に向け（5 カ国の参加

が必須条件となる）、関係各国との調整を進めている。今後、欧州 ITS 行動計画によ

り協調システムの標準化を推進する CEN との協調は必須であり、今後、官民が連

携した対応が重要となる。 

 

※Kiwi-W コンソーシアムについて 
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2001 年にカーナビメーカー、地図サプライヤが中心となり、日本で策定され

たカーナビゲーション用地図データの物理フォーマット（通称：KIWI フォー

マット）の実用化と普及を目的に設立されたコンソーシアム。 

2003 年には、韓国支部も開設され、中国メンバーも参加し、その活動の範囲

をアジアへ拡大している。 

また、2004 年には、KIWI フォーマットの JIS 認定を受け、世界のカーナビ

ゲーション地図のスタンダードフォーマットとして、多くのカーナビゲーショ

ンシステムに採用されている。 

 

参加メンバーは、 

幹事会社：アイシン AW㈱、アルパイン㈱、インクリメントＰ㈱、 
㈱ゼンリン、㈱デンソー、㈱トヨタマップマスター、 
キャンバスマップル㈱、日産自動車㈱、三菱電機㈱ 

監事会社：住友電気工業㈱ 

会員会社：クラリオン㈱、(財)日本デジタル道路地図協会、トヨタ自動車㈱、 
NAVTEQ㈱、パイオニア㈱、㈱日立製作所、㈱本田技術研究所、 
パナソニック㈱、三洋電機㈱、㈱豊通エレクトロニクス、 
ハーマン/ベッカーオートモーティブシステムズ 

北京四維図新導航信息技術、江蘇新科電子集団、高徳軟件、 
瑞図万方科技、易図通科技（北京）、比亜迪股分 

Infostrim LLC 

韓国支部：KATECH（Korea Automotive TechnologyInstitute） 

Hyundai autonet、Mando Map&Soft、Mappers、 
S&T Daewoo、The Map 

 HP：http://www.kiwi-w.org/ 
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第5章 今後のアクション 

5.1 アクションプログラムの進捗状況 

2008 年 4 月に「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進捗状況を次頁に整理する。 

本年度は、各社・各グループにより実用化が進む走行支援サービスをリストアップ、整

理することで、走行支援サービスに必要な道路情報を抽出し、道路管理者が提供する道路

情報を利用する走行支援サービスと、安全・環境に対する効果を明らかにすることができ

た。 

また、2008 年度前後からスタートした各検討主体による検討作業も具体化し、その実

現に向けた道筋が明らかになってきた。 

一方で、道路情報の流通の仕組みの検討が完了した後の検討アイテムと考えていた災害

情報についても、ｉフォーラムと連携し、ｉフォーラムによる災害情報流通に向けた研究

成果を利用することで、災害情報特有の問題点が明確となり、災害情報の利用に向け、検

討すべき項目が明らかになった。 

しかし、アクションプログラムの具体化には、残された問題も多い。 

道路情報の鮮度を確保するためには、道路情報の提供者（官）から道路情報の利用者

（民）へ情報が遅滞なく流れる必要がある。しかし、各検討主体による検討は、それぞれ

における流通の仕組みの検討であり、走行支援サービスを具体化するためには、各検討主

体による検討成果を連携させた道路情報流通の仕組みの検証が必要である。 

また、標識情報、規制情報については、国総研が、道路基盤地図情報、道路の共通位置

参照方式を利用した標識情報の流通の仕組みの検討を開始したが、具体的な検討には、至

っていない。規制情報についても同様である。標識情報、規制情報は、各現場で管理され

る情報であるため、情報を管理する現場の負担が少ない具体的な仕組みを提案する必要が

ある。 

さらに、移動支援サービスについては、地球の温暖化問題と経済危機により、自動車の

利用が大きく変革し、電気自動車、公共交通へのシフトが重要な課題となり、その重要性

は増している。そこで、移動支援サービスのために必要となる情報交換の仕組みを構築す

るためのアクションプログラムの整理も必要である。 
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進捗状況 提言書の実現に向けた 

アクション 

提言書で提案する 

アクションプログラム 検討主体 2009年度までの検討状況 残された課題 

2010年度の 

活動方針 

1-1.道路情報を利

用したサービスの

具体化 

対象となる走行支援サービス

の抽出と、利用する道路情報

の定義 

①サービス 実用化が進められている

走行支援サービスを整理

し、それらの走行支援サ

ービスが利用する地図デ

ータ（道路情報）の要件

を定義する 

1-2.高精度地図を

活用したサービス

の具体化 

対象となる走行支援サービス

の抽出と、利用する道路情報

の定義 

次世代デジタル道路情報

委員会：ITS Japan 

各社・各グループにより実証実

験、実用化が進む走行支援サービ

スを整理、分類し、各走行支援サ

ービスが必要とする道路情報とそ

の道路情報の管理者を明らかにす

る。 

・ 現場の道路管理者が道路情

報を提供するメリット・イ

ンセンティブ 

 

 

・ 具体的な事例（道路情報流通の

仕組み、現場の道路管理者が管

理する道路情報）による、道路

情報を提供する道路管理者のメ

リット・インセンティブの検討 

2-1.道路の共通位

置参照方式の運用 

道路情報を整備、流通するた

めに必要な位置基盤の構築 

位置参照方式検討会 

（国総研・DRM 協会） 

整備仕様の決定 

サンプル試作による整備仕様の確

認 

・ 全国整備へ向けた作業スケ

ジュール 

・ 全国整備に向けたスケジュール

と運用体制の明確化 

・ 情報提供者、情報利用者への採

用メリットの提案 

道路基盤地図情報 

（国総研等） 

利用方法の検討 ・ 全国整備へ向けた作業スケ

ジュール 

・ 既存道路の整備スケジュー

ル 

・ 整備・提供主体の明確化 

・ 整備対象路線の拡大 

②共通基盤 走行支援サービスが利用

する道路情報を整備、流

通に必要となる基盤の実

現を提案する 

2-2.高精度地図の

整備・提供 

高度な走行支援サービスが必

要とする高精度な道路地図と

して利用可能な高精度地図の

選出と、整備、流通を提案 

高度デジタル道路情報対

応検討会 

（DRM 協会） 

高精度道路地図の整備アイテム、

整備仕様の検討 

サンプル試作による整備仕様の確

認 

・ 整備アイテム、整備仕様の

決定 

・  

・ 全国整備へ向けた作業スケジュ

ールの明確化 

 

3-1.道路更新情報

の提供 

道路の開通、改良工事の情報

をリアルタイムに収集し、利

用できる仕組みを提案 

道路更新情報流通推進研

究会 

（東大 CSIS） 

岐阜県、三重県の道路情報を分析

し、道路の更新情報の収集方法を

検討 

情報収集、情報流通の仕組みを、

実験サーバーを設置し検証 

・ 実験サーバーによる更新情

報流通実験結果の確認 

・ 全国の都道府県、市区町村

による更新情報流通の確認 

・ 具体的な事例による道路情報流

通の仕組みの検証 

 

3-2.地方道情報の

提供 

具体的な成果はまだ無い。 ・ 現場で台帳管理される道路

情報を公開し、利用できる

仕組みの構築 

 

・ 東大 CSIS により設置された地

理空間情報実験コンソーシアム

で検討する官が管理する空間情

報の公開の仕組みを利用した地

方道情報流通の仕組みの提案 

3-3.標識情報の提

供 

道路基盤地図情報 

（国総研） 

「道路の共通位置参照方式」と

「道路基盤地図情報」を利用し

た、標識設置位置情報流通の仕組

みの検証 

③道路情報 走行支援サービスを実現

するために必要な道路情

報の整備、流通を具体化

するため、共通基盤を利

用した情報提供の仕組み

の構築を提案する 

3-4.規制情報の提

供 

走行支援サービスに必要な道

路情報を定義し、それらの道

路情報を管理する道路管理者

（官）から、道路情報を利用

した走行支援サービスを利用

する利用者（民）への道路情

報流通の仕組みを提案 

具体的な成果はまだ無い。 

・ 標識・規制情報を整備・管

理する現場が情報を日常業

務の中で負担なく提供でき

る仕組みの構築 

 

・ 「道路の共通位置参照方式」と

「道路基盤地図情報」を利用し

た、現場で管理される道路情報

流通の仕組みの提案 

・ 情報の標準化 

・ 道路情報流通の仕組みを提供す

る主体の選定と、活動開始 

④災害情報 走行支援サービスに利用

可能な災害情報の収集、

流通を具体化するため、

共通基盤を利用した情報

提供の仕組みの構築を提

案する 

4-1.災害情報の提

供 

走行支援サービスに利用可能

な災害情報を抽出し、流通の

仕組みを提案する 

ｉフォーラム研究会 

（ｉフォーラム・気象

庁） 

「道路空間（道路ネットワーク）

上の移動体に対する防災・火災

（風水害・地震）情報の伝達手段

に関する研究」で様々主体から提

供される災害情報をマイクロメデ

ィアで集め、必要な情報を利用者

に提供する仕組みが提案 

・ マイクロメディアの具体化

と、その実証 

・ 災害情報を収集、提供する

主体の選定と、活動開始 

 

・ 災害情報流通の検討主体の明確

化 

・ 道路上に発生する他の道路情報

（交通情報、路面情報）との関

係の明確化 

 

 

⑤移動支援 提言書には具体的なアクションプログラムの記載はないが、環境への対応は急務であり、 

公共交通との連携の仕組みの検討が必要 

・ 自家用車と公共交通の交通結節

点（乗り換えポイント）におけ

る情報連携のための要件の整理 
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5.2 道路情報流通の仕組みの検証 

走行支援サービスでは、道路情報の精度に加え、その網羅性、鮮度が重要となる。 

走行支援サービスでは、車の利用シーンに合わせた鮮度の高い情報が網羅的に利用でき

て初めて、その効果を発揮する。 

そこで、各検討主体で検討が進められている仕組みが、走行支援サービスを具体化する

上で必要となる道路情報の流通に対し機能するかを検証する必要がある。 

5.2.1 共通基盤の実用化のフォロー 

道路情報を効率的に流通、利用するためには、各検討主体で検討が進められてい

る共通基盤が重要となる。 

しかし、現時点では、その整備仕様は明らかになったが、その運用は明らかにな

っていない。 

そこで、各共通基盤について、その整備の完了と運用体制の具体化のフォローが

必要となる。 

フォローを行う項目は、 

・道路の共通位置参照方式 

整備対象とする道路の決定と、その整備の完了。 

また、そのメンテ体制。 

・高精度地図 

道路基盤地図情報の情報ソースとなる電子納品データ（道路工事図面）の対

象路線の拡大。 

電子納品データから変換された道路基盤地図情報を整備・管理する、管理主

体。 

道路基盤地図情報から、道路情報を抽出し、データ化を行う業務のビジネス

モデルの明確化。    

となる。 
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5.2.2 地方道情報流通の仕組みの提案 

走行支援サービスは、交通事故の発生頻度の高い市街地の交差点や、その被害者

となる高齢者が多い地方道でこそ、その効果が期待される。 

しかし、地方道の道路情報を管理するのは、地方自治体の各現場であり、その管

理予算は限られている。各現場は、管理する道路を管理・維持することで精一杯で

あり、管理する道路情報を提供することは、その管理業務の負荷でしかない。 

そこで、地方道の情報を利用するためには、地方道の情報を管理する各現場の負

担が少ない仕組みの提案が必要となる。 

昨年、東大 CSIS は、「地理空間情報流通実験コンソーシアム」を設置し、地方公

共団体が管理する地理空間情報の効率的な流通の仕組みの検討を開始した。 

 

 
「地理空間情報流通実験コンソーシアムの概要」より 

（東京大学 空間情報科学研究センター） 

 

各現場で管理される地方道の情報をこの地理空間情報流通実験コンソーシアムの

検討アイテムの一つとして提案し、情報提供者の負担の少ない情報流通の仕組みを

明らかにする。 
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5.2.3 道路情報流通のトータルな仕組みの検証 

各主体で検討する道路情報流通の仕組みを確認するため、具体的な事例で検証す

る。 

・実際の走行支援サービスを選定 

3 章で整理した地図利用を想定した走行支援サービスから、代表的なサービ

スを選定する。 

・実際の道路情報の流通を検証 

選定した走行支援サービスが利用する道路情報を、その道路情報を管理する

管理者から車載機までの情報の流通を追う。 

・流通の仕組みを検証 

検証の目的は、検討した道路情報流通の仕組みの問題点の抽出であるため、

必ずしもデータを処理する仕組みを作る必要はない。 

検証により、想定する道路情報流通の仕組みの問題点を抽出し、各検討主体への

フィードバックを行うことが重要である。 

また、各検討主体で対応できない問題点については、新たな提案として、関係主

体へ提案することで、走行支援サービスを具体化する上での道路情報流通の仕組み

の全体像を完成させる。 

さらには、2013 年に東京で開催予定の ITS 世界会議などの場において、幅広い関

係者・利用者に対し、デジタル道路情報の有効性を示していくことも重要である。 

 

5.3 標識情報の流通の仕組みと災害情報仕様の共通化の提案 

道路管理者は、道路を安全に運用するため、様々な情報を道路標識 

 ・案内標識 

 ・警戒標識 

 ・規制標識 

 ・指示標識 

 ・路面標示 
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として提供する。 

また、道路上に発生する様々な状況 

 ・渋滞状況 

 ・路面状況 

 ・災害状況 

を、道路の動的情報として提供する。 

走行支援サービスでは、これらの道路情報を利用して、ユーザーに注意喚起を行う。 

道路標識の更新は、道路構造の更新に比べ頻繁であり、さらに、動的情報はリアルタイ

ムに変化する情報である。 

したがって、これらの道路情報を利用するためには、情報流通の仕組み、情報の標準化

が必要となる。 

5.3.1 標識情報の流通の仕組みの提案 

道路標識は、各道路のそれぞれの管理者により設置され管理される。 

また、実際に管理を行うのは、現場の管理事務所である。 

一般的に、道路標識は管理台帳で管理されるが、その管理方法は、紙で管理され

るケースが大半で、その管理情報の二次利用は、容易ではない。 

管理情報が容易に利用できない原因として下記が考えられる。 

・管理情報の違い 

管理台帳の情報は管理する道路標識の管理状況を明らかにできれば良いので

あって、その民間等による二次利用は想定されていない。 

したがって、管理台帳に記載されている情報は各現場の判断で決定されるた

め、二次利用を行う場合、情報の判読が必要となる。 

・背景地図の違い 

施設の位置は、背景地図上に管理される。 

しかし、道路標識の設置位置を管理するために利用する背景地図は、各現場

ごとに選定されるため、様々な背景地図が利用され、その設置位置を利用す

るためには、道路標識の設置位置を管理する背景地図とともに判読する必要

がある。 
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これらの判読作業が、管理台帳で管理される道路情報の流通、利用の大きな障害

となっていると言える。 

そこで、現場で管理される標識・標示・規制情報を利用するためには、 

・管理情報の標準化 

各管理者が管理する管理情報を標準化し、管理者間の管理情報を正規化する。 

正規化された管理情報は、その情報を直接利用することができるようになる

ため、管理情報の利用が拡大する。 

・位置情報の標準化 

背景地図に左右されない施設位置の管理も、施設情報を直接利用するために

必要となる。 

施設位置情報として道路の共通位置参照方式を採用することで、道路上の施

設の位置を正規化する。 

 

5.3.2 道路の動的情報仕様の共通化の提案 

渋滞情報等の交通情報は VICS により提供されるが、道路管理者が管理する路面

情報や、短時間で状況が変化する災害情報の提供は決して十分とは言えない。 

そこで、今年度から連携を進めることになったｉフォーラムの研究会での研究成

果などをもとに、災害情報の情報流通の仕組みを明らかにすると同時に、道路の動

的情報の流通の仕組みの共通化を提案する。 

 

5.4 次世代デジタル道路情報の有効活用要件の提示 

道路情報流通の仕組みは、走行支援サービスの具体化を加速する。 

しかし、道路情報を提供する各道路管理者は工数も限られており、持続的に道路情報を

流通させるためには、道路情報を提供する管理者にもメリット（インセンティブ）がある

仕組みである必要がある。 

5.4.1 道路情報提供者にとってのメリット・インセンティブの具体化 

3 章で、各走行支援サービスによる効果と、走行支援サービスが具体化されるこ
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とによる各主体の効果を明らかにした。 

しかし、その内容は、実際に道路情報を管理する現場の管理者にとっては、具体

的なものとなってはいない。 

そこで、道路情報流通の仕組みの検証や、標識情報、災害情報流通の仕組みの検

討結果と、オブザーバーとして参加する地方自治体、高速道路会社の現場の意見を

もとに、各道路情報提供者が道路情報を提供することのメリット・インセンティブ

を具体化し、各道路管理者へ提示していく。 

 

また、環境の負荷を考慮した場合、自動車単独の取り組みだけではなく、社会全体とし

ての移動を支援するマルチモーダルな移動支援サービスを考慮する必要がある。 

5.4.2 マルチモーダルな移動支援への対応の検討 

自家用車から降りて公共交通を利用する場合、交通結節点（乗り換えポイント）

で、乗り換えがストレス無く行えることが重要となる。また、公共交通から自家用

車へ戻る際の駐車場の位置も重要となる。 

そこで、交通結節点における情報連携の仕組みが重要となる。 

交通結節点の情報として 

・駐車位置 

・交通結節点の位置及び乗り換え経路 

・公共交通の位置及び運行情報 

・乗り換えによるインセンティブ 

などが考えられる。 

交通結節点における情報交換を容易にするためには、 

・交通結節点情報の標準化 

・位置情報の標準化 

が重要となる。 

2010 年度は、自家用車から公共交通に乗り換える際に必要となる情報を整理し、

ストレス無く乗り換えるための情報の流通の仕組みを検討し、関係者に交通結節点

における情報の標準化の検討を提案する。 
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さらなる環境の負荷軽減へ向けて、EV・PHV（電気自動車・プラグインハイブリッド

自動車）等のこれまでとは異なる自動車の利用が加速化される。 

5.4.3 EV・PHVなど新たな自動車への対応の検討 

EV・PHV では、充電への対応が必要となる。EV・PHV が活躍する社会では、

充電インフラの整備に加え、充電インフラを効率的に利用する仕組みが必要となる。 
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第6章 まとめ 

2008 年 4 月に｢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｣で提言した走行支援サービスに向けた道路情報整備と流通の取組みは、そ

の後、関係主体による具体的な活動へと展開され、走行支援サービスの具体化に向けた官

民連携での作業がスタートされた。 

欧州でも、走行支援サービスで利用する道路情報流通に対する連携の検討が ERTICO
の ROSATTE プロジェクトで進められていたが、2008 年 12 月に欧州委員会が、「欧州

ITS 行動計画」を提案し、官民連携による ITS の具体化が一気に加速化する。 

欧州 ITS 行動計画では、優先行動として、 

・ 道路・交通・旅行データの最適利用 

・ ADAS の展開の促進 

・ 路車/車車協調システムの標準化 

等が、目標年と共に明記され、次世代デジタル道路情報委員会で議論を進める内容が、

国家プロジェクトとして加速化されることになる。また、標準化作業では、米国との連携

を表明しており、欧米による技術の囲い込み戦略も窺われる。 

一方で、米国を中心とした Smart Phone（iPhone、Android 携帯）の爆発的な普及は、

携帯電話（Smart Phone）によるナビゲーション機能のサービスが可能となり、ユーザー

には無料でサービスを提供するビジネスモデルも出現する。 

さらに、地球の温暖化と経済危機は自動車のあり方を大きく変えようとしている。ガソ

リン車から、ハイブリッド車、電気自動車への変化は、電気を効率良く充電し、利用する

仕組みを必要とする。さらに、自動車だけを利用する移動から、公共交通を含めた社会全

体として最適な移動を、利便性を損なうことなく利用できる移動支援が必要となる。 

ナビゲーションビジネスを取り巻く環境は激変し、日本企業のガラパゴス化が鮮明にな

りつつある。 

自動車を安全で、かつ、環境に影響の少ない移動手段とするためには、ナビゲーション

から走行支援、移動支援への進化が必要であり、それらを実現するための道路情報の整備、

流通、利用の仕組みの構築を、官民連携して推進する必要がある。 

2010 年度は、｢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｣に記載した、走行支援サービスを具体化するためのアクションプログラム

の内容の検証を行い、課題、、未対応項目の解決に向けた、具体的な提案を行う。 
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さらに、マルチモーダルな移動支援実現に向けた提案をまとめ、関係者への具体的な活

動を要請する。 

具体的には、産学官における様々な取り組みを促進するため、以下の事項を実施する。 

【2010 年度に必要なアクション】 

①道路情報流通の仕組みの検証 

・共通基盤の実用化のフォロー 

－2008 年 4月の提言内容の実現へ向けた関係主体の取り組み関係がわかる

全体を俯瞰するマップを作成し、その進捗状況を確認、フォローする。 

・地方道情報流通の仕組みの提案 

－地方自治体が保有するデータの流通を、東大 CSIS による流通実験を通じ

て、問題点を把握し、関係主体へ、地方道の情報流通の仕組みへの対応を提

案する。 

・道路情報流通のトータルな仕組みの検証 

－具体的な事例を用いて、各主体が検討を進める道路情報流通の仕組みを検

証し、抜けや重複など、提言内容の実現へ向けて新たに検討が必要な課題の

有無を確認する。 

②標識情報の流通の仕組みと災害情報の共通化の提案 

・標識情報の流通の仕組みの提案 

－標識情報、災害情報を円滑に流通させるためには、官民共通に利用できる

情報の標準化が必要となる。標識情報、災害情報の標準化のシナリオを作成

し、関係主体へ提案する。 

・道路の動的情報の共通化の提案 

－標識情報、災害情報の標準化の路面情報等の動的情報への対応を検討し、

利用する情報の共通化を提案する。 

③次世代デジタル道路情報の有効活用要件の提示 

・道路情報提供者にとってのメリット・インセンティブの具体化 

－本委員会にオブザーバーとして参加いただいている道路情報提供者との意

見交換を通じて、走行支援サービスの実現による社会的効果をより明確化す

る。 
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・マルチモーダルな移動支援への対応の検討 

－社会として最適な移動を支援するためには、交通結節点における乗り換え

ストレスを無くすことが重要となる。交通結節点における道路情報の役割を

検討する。 

・ＥＶ・ＰＨＶなど新たな自動車への対応の検討 

－ＥＶ・ＰＨＶなどの新たな自動車の利用を加速化するために必要となる道

路情報の役割を検討する。 

 

④委員会活動の総括および残された課題の整理 

・次世代デジタル道路情報に関する様々な取り組みの周知・広報 

－本委員会の主旨および関係する活動の取り組み状況などを周知・広報し、

また関係者で意見交換を行うための場（シンポジウムなど）を開催する。 

・委員会活動の総括および残された課題の整理 

－上記における活動それぞれの課題を整理し、委員会の今後の位置づけを検

討するとともに、報告書としてとりまとめを行う。
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