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第1章 はじめに 

カーナビゲーションシステムは、1980 年代後半に市場に登場し、その後の 20 年
間で急速に普及する。2000 年代に入り、欧米を中心に低価格の簡易型のナビゲーシ
ョン（PND：Personal Navigation Device）が普及することで、今では、全世界で
3,000 万台を超えるカーナビが出荷されるようになり、自動車を利用する上では、必
需品となった。 

一方、自動車による交通事故は、世界各国の大きな社会問題である。また、地球

の温暖化問題は、自動車からの CO2 排出量の大幅な削減を要求し、安全、環境に対
応するための仕組みとして走行支援サービスの開発、実用化が急がれている。 

カーナビ・ITS 業界におけるこうした要望を踏まえ、ITS Japan は、2004 年に
「次世代デジタル道路地図研究会」を立ち上げ、

2005 年 8 月「次世代デジタル道路地図の実現へ向け
た提言」に、目指すべき走行支援サービスの例およ

うび走行支援サービスに必要となるデジタル道路地

図の要件をまとめた。 

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 

・ 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 

 

また、ITS Japanにおける研究会の活動と前後し、2005年 8月に、スマートウェ
イ推進会議による提言「ITS、セカンドステージへ」フォローアップ 2005 でも、ITS サービ
スを具体化するために、デジタル道路地図基盤の整備が重要であることが示された。 
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国土交通省 スマートウェイ推進会議 
提言「ITS、セカンドステージへ」- フォローアップ 2005 -より 

http://www.mlit.go.jp/road/ITS/j-html/Smartway/20050830/follow-up2005_lite.pdf 

 

また、ITS Japanの提言と前後し、国土交通省は、
2005～2007年にかけて「次世代デジタル道路地図
研究会」（委員長：東京大学空間情報科学研究セン

ター柴崎教授）を立ち上げ、「次世代デジタル道路

地図のあり方に関する研究」

（http://www.nilim.go.jp/lab/bcg/siryou/tnn/tnn03
72.htm）をまとめ、 

・ 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」 

の重要性などを提案した。 

しかし、この研究会の成果を踏まえた官民による実質的な進展は遅々とし、2007
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年の具体的な実用サービスは現実的ではなくなった。 

こうした状況において、ITS Japanは、2007年
に、「次世代デジタル道路情報委員会」を立ち上げ、

2008年 4月に、提言書「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整備と流通に向けた

提言」（http://www.its-
jp.org/topics/topics069.htm）を公開し、走行支援
サービスの具体化を加速するため、道路情報の整備

とその流通の仕組みの早期実現を提言した。 

さらに、提言書の内容を具体化するため、走行支

援サービスを実現するための道路情報流通のあるべ

き姿を情報流通プロセスとして整理した。



 

 

図 1.1 道路情報の流通プロセス



 

ITS Japanによる提言と前後し、国土交通省国土技術政策総合研究所（国総研）、
(財)日本デジタル道路地図協会（DRM 協会）は 2008 年 2 月に「位置参照方式検討
会」を立ち上げ、道路情報の流通基盤となる、｢路線 ID、路上参照点 ID｣の整備仕
様の具体化と整備仕様を確認するためのサンプル試作を行った。 

また、東京大学空間情報科学研究センター（東大 CSIS）が、2008 年 8 月に｢道路
更新情報流通推進研究会｣を立ち上げ、都道府県や農道・林道など様々な道路の管理

者により整備・管理される道路の更新情報を流通させるため、技術・仕組みの研究

が産学官の連携により開始した。 

ITS Japanにおける当委員会は、提言書の内容を実行に移すため、2008年度より
委員に加え、新たに地方公共団体（岐阜県、三重県）、東大 CSIS、国総研をオブザ
ーバーに迎え、道路情報流通の現状の分析を行い、道路情報の流通に向けての具体

的な方策を検討した。以下に 2008年度における活動実績を示す。 

【活動実績】 

第 12回幹事会   2008年 4月 24日（木） 

第 13回幹事会   2008年 5月 29日（木） 

第 6回委員会＆第 14回幹事会 2008年 6月 26日（木） 

第 15回幹事会   2008年 7月 31日（木） 

第 16回幹事会   2008年 8月 28日（木） 

第 7回委員会＆第 17回幹事会 2008年 9月 25日（木） 

第 18回幹事会   2008年 10月 30日（木） 

第 19回幹事会   2008年 11月 27日（木） 

第 8回委員会＆第 20回幹事会 2008年 12月 18日（木） 

第 21回幹事会   2009年 1月 29日（木） 

第 22回幹事会   2009年 2月 17日（火） 

第 9回委員会＆第 23回幹事会 2009年 3月 26日（木） 

本報告書は、委員会における 2008 年度の活動成果をまとめたものであり、道路情
報流通の具体化に向けての方策を提案するものである。 
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第2章 提言の実現に向けた活動 

2008 年 4 月に公開した提言書｢安全・環境に資する走行支援サービス実現のため
の道路情報整備と流通に向けた提言｣では、以下の提言を行った。 

・ 走行支援サービスを実現するためには、道路情報の網羅性、正確性、鮮度が重要

となる。 

・ 道路情報の網羅性、正確性、鮮度を確保するためには、その道路情報を管理す

る主体からの更新情報の提供とその流通が必要となる。 

・ そこで、国総研で検討を進めている『道路の共通位置参照方式』を利用して、

道路情報を維持管理する主体が更新情報を提供し、民間がその提供情報を利用

し、走行支援サービスに必要となる道路情報を整備する仕組みを提案する。 

・ また、走行支援サービスを高度化するためには、高精度な道路情報が必要であ

り、国総研が整備を進める『道路基盤地図情報』や、DRM 協会が検討を進め

ている『高度デジタル道路情報』の整備のさらなる推進も提案した。 

・ さらに、その具体的な行動として 

① サービス 

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 

をアクションプログラムとしてスケジュール化した。 

以降の節において、それぞれの項目におけるアクションプログラムの進捗状況を
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整理する。 

2.1 サービス 

各社の走行支援サービスの最新動向を以下に整理する。 

2.1.1 トヨタ 

(1) 運転支援機能 

システムがドライバーの運転を支援することにより、運転の負担軽減を図り、

利便性の向上や全ての人にクルマを運転する楽しみや安心感を提供する機能が

「運転支援機能」です。 

トヨタでは、運転時のドライバーの基本的な行動に沿った、外部情報等の認

知、危険物の回避等の判断、操作それぞれを支援する機能の高度化、実用化を

進めています。 

 
図 2.1 クルマの高機能化の進展 

(2) プリクラッシュセーフティシステム（ミリ波レーダー方式） 

道路上の障害物（先行車など）と衝突する可能性が高いと判断した場合、ド

ライバーに警報ブザー等で知せ、ドライバーがブレーキを踏むとプリクラッシ

ュブレーキアシストが作動してブレーキの制動力を高めます。 

また、衝突不可避と判断した場合には、プリクラッシュシートベルトが作動、

更にプリクラッシュブレーキにより衝突速度を低減し、被害を軽減させます。 
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図 2.2 プリクラッシュセーフティシステム 

(3) 一時停止情報提供＆ナビ・ブレーキアシスト 

カーナビゲーションの地図情報に基づき、一時停止の存在を画面と音声で知

らせます。リヤカメラで道路上のペイント標識を認識し地図情報と照合して、

一時停止線までの正確な距離を把握します。 

車両が一時停止線に接近しても減速しない場合は、ドライバーに注意喚起し、

その後、ドライバーの急ブレーキ操作を支援するナビ・ブレーキアシストが作

動します。 
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図 2.3 一時停止情報提供＆ナビ・ブレーキアシスト 

(4) インフラ協調型安全運転支援システム 

トヨタは車両に搭載された個々の安全装備・システムを進化させると同時に、

ＩＴＳ技術を活用した「インフラ協調型安全運転支援システム」の開発に積極

的に取り組んでいます。 

「インフラ協調型安全運転支援システム」では、クルマのセンサーでは捉え

きれない情報を、道路に設置されたセンサーとクルマ、あるいはクルマとクル

マが通信することで、「事故を起こさない夢のクルマ」の実現を目指します。 

既に行政と連携した公道での走行実験を実施するなど、実用化に向けたシス

テム検証に取り組み、その集大成として２００９年２月に実施された官民連携

大規模実証実験では、トヨタも体験試乗や展示等に積極的に参画しました。 

2.1.2 日産 

(1) SKY PROJECT (Start ITS from Kanagawa, Yokohama) 

出合い頭事故低減を目的とした情報提供システム 

出合い頭事故が多い見通しの悪い交差点で、見えない位置にいる車両の

存在情報が得られる。 

速度超過時情報提供システム 

スクールゾーン等でスピード超過時に、減速を促す情報が得られる。 
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図 2.4 SKY PROJECT(1) 

スリップ事故低減を目指したスリップ地点情報提供システム 

ABS 作動情報などからスリップの発生を判定し、その時の走行位置、時
刻などから、「いつどこでスリップが発生したか」を把握し、その周辺を

走行中のクルマに「最新のスリップ地点」として配信する。 

 
図 2.5 SKY PROJECT(2) 
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(2) インテリジェントペダル 

レーダーセンサーによって検出した先行車両との車間距離と相対速度に応じ

て、機能を作動させる。 

例えば、先行車両が減速し、ドライバーによる減速操作が必要だとシステム

が判断した場合には、システムが表示と音で報知するとともに、ドライバーが

アクセルペダルを踏んだままのときは、アクセルペダルを押し戻す力を発生さ

せ、ドライバーがアクセルペダルからブレーキペダルへ踏みかえる操作を支援

する。 

 

（システム構成） 
図 2.6 インテリジェントペダル 

(3) レーンデパチャープリベンション 

ルーフコンソール内にレイアウトされたカメラで、自車前方のレーンマーカ

ーを検出し、このレーンマーカーからの相対位置を計算する。その結果を基に、

車両を車線内に戻すように各輪のブレーキを個々にコントロールする。 

ドライバーが意図せず、車両がレーンマーカーに近づくと、警報（表示とブ

ザー音）とともに、車両の向きを変える力を発生させドライバーが車線内に戻

す操作を支援する。 
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（システム構成） 
図 2.7 レーンデパチャープリベンション 

(4) インテリジェントクルーズコントロール（全車速追従・ナビ協調機能付） 

自車線前方の車両に対して車速に応じた車間距離を保って走行するとともに、

ナビ情報をもとに、カーブ進入時の車速を制御することができる。 

全車速追従機能 

自車線前方を走行する車両をセンサーが検知している場合、車速に応じ

た距離を保って走行し、自車線前方の先行車両が減速した場合は減速す

る。 

また、先行車両が停止した場合は、自車もそれに応じて停止する。 

 
図 2.8 インテリジェントクルーズコントロール(1) 

ナビ協調機能 

ルートガイドを行っていて、先行車両がいない場合、ナビの情報をもと

に前方のカーブの大きさに応じて緩やかに減速する。カーブ路を出て直

線路になると、再びドライバーが設定していた車速まで滑らかに加速す

る。 
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図 2.9 インテリジェントクルーズコントロール(2) 

(5) アクティブ AFS（Adaptive Front lighting System） 

車速やステアリングの舵角に応じてロービームを自動的に可動し、夜間走行

時の視認性を向上させる。 

 

（カーブ）                 （交差点） 

コーナー走行時、カーブに合わせて     交差点右左折時に、進行方向を照射。 

ロービームが進行方向を照射、       横断歩行者の発見などを助ける。 

視認性を高める。 

     
図 2.10 アクティブ AFS 

2.1.3 ホンダ 

(1) インターナビ・プレミアムクラブ 

インターナビ・プレミアムクラブは、より安全で快適なカーライフを実現す
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る、新しいドライブ情報サービス・ネットワークである。 

インターナビ VICS 

通常、地域・道路ごとに細分化されたリンク旅行時間などの交通情報を、

「インターナビ情報センター」で一括管理し、都道府県をまたぐ広域ル

ートにおいて、全行程の情報を総合して提供し、最適なルート案内を実

現した。 

フローティングカーシステム 

従来の VICS 情報に加えて、ユーザーが VICS 情報の提供されていない
道路を走行した際の走行状況を収集し、よりきめ細かい交通渋滞情報で

最適なルート案内を実現した。 

 
図 2.11 フローティングカーシステム 

渋滞予測 

リアルタイムの VICS 情報に加え、蓄積された過去の膨大な交通情報を
もとに、ドライブ時間の経過による交通状況の変化を考慮した「渋滞予

測情報」を提供することで、より最適なルート案内を可能にした。 

省燃費ルート 

単位時間毎に収集したフローティングカーデータを元に、リンク毎に加

減速や時間毎の渋滞変化に応じた燃料消費量 DB を生成し、目的地まで
の渋滞予測を考慮した最も省燃費なルートを探索し、カーナビに配信す

る。  
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図 2.12 省燃費ルート 

車線別情報 

ユーザーの走行データを活用し、分岐後の進路方向により異なる、車線

別の所用時間を車線別情報としてナビに伝え、この結果、どちらの車線

がよりスムーズに流れているかをナビが把握し、より精度の高い到着予

測時刻と、効率的なルートを案内する。 

出発時刻アドバイザー 

目的地へ希望時刻に到着するための出発推奨時刻を、リアルタイム渋滞

予測情報とインターナビ・フローティングカーシステムの情報などを用

いてインターネット上で提供する。 

出発時刻 de省燃費 

出発時刻を前後に１～２時間ずらしたときの所要時間や有料道路料金、

燃料消費量の変化を一覧で表示し、渋滞する時間を避けた最も低燃費な

ドライブができる可能性の高い出発時刻を提供する。 

エコアシスト ティーチング機能 

画面上に運転操作のエコ運転度採点履歴や採点内容の詳細、また「燃費

向上アドバイス」などの情報を表示する。 

主要道リアルタイム地図更新 

全地図更新までの期間中に開通した主要道（利用頻度が高く交通ネット

ワーク上重要と判断した道路）について更新用差分データを作成、その

データをサーバから携帯電話通信を利用して取得、地図データ更新を行

う。 

天気情報 
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目的地設定後にルート案内を開始すると、交通情報取得時に天気情報も

取得する。目的地の到着予想時刻頃の天気を音声で案内した後、目的地

付近のきょう、あすの天気と週間天気予報を表示する。 

警報・注意報情報 

目的地を設定すると、目的地の到着予想時刻頃の天気とあわせて、その

時点で目的地が含まれる地域に発令されている警報、注意報を音声で案

内し、続いて目的地付近のきょう、あすの天気と週間天気予報を表示し

た後に、誘導経路上に警報、注意報が発令されている場合には、その地

域と内容を表示する。 

台風情報 

目的地を設定すると、誘導経路が台風の予想進路上にある場合には、台

風情報として、24時間後の暴風域を表示する。 

豪雨地点予測情報 

ルート案内中に予測される、豪雨警戒区間への進入地点と時刻、10 分先
までの豪雨発生予測区間、落石警戒地点、冠水警戒地点を表示する。 

地震情報 

目的地までの経路上で地震が発生した場合には、地震の発生時間と、ル

ート上でクルマからもっとも近い震度５弱以上の地域、ルート上の震度

５弱以上のエリアの侵入地点、ルート上もしくは自車位置周辺で震度５

弱以上の地震が起きたエリアで「落石のおそれ」の標識がある地点、地

震発生エリアのカラータイルを表示する。 

路面凍結予測情報 

走行ルート上およびその周辺約 3km 四方（目的地が設定されていない場
合は、現在地周辺約 10km 四方）を対象とし、3 時間以内に路面凍結の
発生が予測されるエリアのうち最も近い場所を簡易図形や音声で警告す

る。 
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図 2.13 路面凍結予測情報 

シーニックルート 

景色のいい道路やおすすめのスポットを巡る観光ルートを提供する。 

おすすめスポット情報 

ドライブ情報の中で、お祭り・イベントなどのおすすめのスポットの情

報を提供する。 

地域安全情報 

警察と共同で自動車盗難、車上ねらい等の自動車関連犯罪が多発する地

点の情報を提供する。 

 
図 2.14 地域安全情報 

ＱＱコール 

万一のとき全国の Honda ディーラーやサービス工場など、Honda のネ
ットワークでお客様をサポートし、車の応急処置、レンタカーや飛行機
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などの代替交通手段、ホテルなどの宿泊先までを専門のスタッフがコー

ディネート、手配する。 

(2) 防災ナビゲーション 

以上がユーザーに対するインターナビ・プレミアムクラブの情報サービス概

要である。 

また、それ以外にも防災ナビゲーションとして以下に示すような新しいサー

ビスへの取り組みも進めている。 

ライフライン情報共有の実証実験 

ライフライン情報の提供機関の一つとして参加し、災害時の「フローテ

ィングカーデータを活用した通行可能道路把握」の有効性を検証した。 

※2006年 10月新潟県見附市にて実施 

災害時道路情報共有化に関する研究 

新潟県中越地震発生時のフローティングカーデータの有効性を検証した。 

 
図 2.15 災害時道路情報共有化 
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2.1.4 海外 

ERTICO は、PReVENT Project の中で、地図を利用した走行支援サービス
（Map-based ADAS applications）として、下記のサービスを定義している。 

 

ERTICO MAPS & ADAS a PReVENT Project 
D12.21.3 Implementation and exploitation plan 
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(PR-12210-DEL-071031-v10-ERT-D12.21.3 MAPS&ADAS) より 
http://prevent-ip.org/download/deliverables/MAPS%20ADAS/PR-12210-DEL-071031-v10-ERT-

D12.21.3%20MAPS&ADAS%20Implementation.pdf 

また、様々な走行支援サービスに必要とする地図データを提供する仕組みと

して、ADAS Horizon Conceptを提示し、その標準化の検討を行っている。 

 

 

 ERTICO MAPS & ADAS a PReVENT Project 
D12.21.3 Implementation and exploitation plan 

(PR-12210-DEL-071031-v10-ERT-D12.21.3 MAPS&ADAS) より 
http://prevent-ip.org/download/deliverables/MAPS%20ADAS/PR-12210-DEL-071031-v10-ERT-

D12.21.3%20MAPS&ADAS%20Implementation.pdf 

その成果は、ERTICO の ADASIS Forumでまとめられ、走行支援サービス
の一例として Adaptive Speed Recommendation（ASR）で実用化の検証が進
められている。 
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ITS World Congress, New York 
ADASIS PROTOCOL FOR ADVANCED IN-VEHICLE APPLICATIONSより 

http://www.ertico.com/download/ADASIS_Forum_documents/ADASISv2%20ITS%20NY%20Paper
%20Final_v4.pdf 
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2.2 共通基盤 

2.2.1 道路の共通位置参照方式の整備と運用の検討 

空間上の位置を特定する手法としては緯度経度を利用する方法が一般的であ

るが、道路上の位置は道路や交差点との位置関係が重要であり、道路の左右、

交差点の前後との相対関係が正確に伝達できないと、目標物を見誤ることにな

る。道路の共通位置参照方式は、道路との相対関係で道路上の位置を参照する

方法である。道路の共通位置参照方式の基本的な考え方は、全ての道路（路

線）と交差点（路上参照点）にユニークでパーマネントな ID を設定し、路線
ID、路上参照点 IDを利用して道路上の位置を定義するものである。 

国総研と DRM協会は、道路の共通位置参照方式を具体化するため、｢位置参
照方式検討会｣を設置し、路線 ID、路上参照点 ID の整備仕様の具体化および
試作を開始した。これまでの主な検討成果は以下の通りである。 

【整備仕様の基本方針】 

・ 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。 

 
図 2.16 路線 IDと路上参照点 ID 

【サンプル試作】 

決定した整備仕様を確認するため、サンプル試作を実施。 

試作対象地区：土浦 1メッシュ（M544001） 

実際の道路情報 
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 点データ：標識情報 

 線データ：走りやすさマップデータ 

を流通させ、各社の地図上での位置参照性能を評価する。 

【今後のスケジュール】 

ＤＲＭ協会：路線 ID、路上参照点 IDの整備・運用 

平成 20年度：1メッシュの試作により整備仕様の確認 

平成 21年度以降：初期整備＆定期更新 

国総研：活用面の評価 

予備実験：平成 20年度 

ステップ１：官から民への情報提供 

ステップ２：民から官への情報提供 

ステップ 3：官民と一般利用者間での相互の情報交換 

2.2.2 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 

(1) DRM協会｢高度デジタル道路情報対応検討会｣ 

財団法人日本デジタル道路地図協会（DRM 協会）では、時間を含め４次元

の現実世界を柔軟に記述できる DRM21 標準フォーマットの開発を進め、実用
化しており、2007 年度に、「高度デジタル道路情報対応検討会」を設置して、
国総研及び ITS Japanが提言した次世代デジタル道路地図の要件に対応した高
精度データの実現性と DRM21標準フォーマットの有効性が検討された。 

結果、高度デジタル道路地図に必要な詳細整備項目と精度が明確となり、

DRM21 標準フォーマットによる高度デジタル道路地図の基本設計と共にサン
プルデータが試作された。 

2008年度には、パイロット事業として、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、横断歩道等が縮尺 1/1000 レベルで
作成され、国県道等一般道においては、勾配変化点、曲線半径のデータ化が、

高速道路の 1/500～1000 レベルでの車線ネットワーク、勾配、曲線半径、サグ
情報等の整備・試作が始まっており、今後、複雑な交差点や事故危険個所等主

要交差点及び高速有料道路の整備拡大を順次進めることとしている。 
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図 2.17に交差点（大阪駅周辺）のパイロットデータのサンプルを示す。 

 

図 2.17 交差点データサンプル（大阪地区） 

(2) 国土交通省｢道路基盤地図情報｣ 

道路管理において、道路工事、占用工事、自然災害等による道路構造の変化

に関する情報を、迅速に集約・把握する必要性が高まっている。これらに対し

て、道路地図情報を用いた各種管理システムの利用が徐々に普及しつつある。

各システムにおいては、ベースマップとなる道路地図データが重要となるが、

その迅速な更新が新たな課題となりつつある。 

国土交通省では、道路局を中心として、道路行政で用いる空間データのうち、

各種サービスを実現する上で必要となる共用性の高い道路基盤地図情報の整備

を進めている。道路基盤地図情報は、道路構造を表現する大縮尺（1/1,000～
1/500 相当）の GIS データであり、道路内に存在する 30 地物で構成されてい
る（図 2.18）。これにより、道路の現況情報が電子化され、維持管理段階を初
めとする各種業務の高度化・省力化に寄与することが期待される。さらには、

道路基盤地図情報の流通が進むことにより、道路管理のみならず、ITS、地図
更新、占用施設管理、不動産等の多様な主体による、道路情報と連携した、

様々なサービスへ繋がっていくことが考えられる。 
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図 2.18 道路基盤地図情報の地物構成 

基本的な整備方針として、全国展開が可能となるよう「持続性を確保できる

妥当なコストと品質水準であること」としている。そこで、工事の電子納品成

果によるデータ蓄積を行っている。国土交通省では、CALS/EC の一環として
平成 16 年度から全国の公共工事において電子納品を実施しているところであ
る。最新の道路現況を示している道路工事竣工時（特に舗装工事竣工時）に着

目し、直轄国道の工事完成図面を電子納品対象としている。道路工事における

データ作成のため、GIS データを直接作成するのではなく、CAD 図面による
電子納品を進めている。今後の流通のため、標準的な形式を意識し、平成 18
年 8 月には、完成図の定義や作成方法、電子納品方法を規定した「道路工事完
成図等作成要領」（国土技術政策総合研究所）を公開し、本格運用が開始され

た。平成 19 年度からは土木工事共通仕様書に位置づけ、実施を強化している
ところである。作成された CAD データは、コンバーターにより自動的に道路
基盤地図情報へ変換される（図２.19）。図 2.20 に道路基盤地図情報の実例を示
す。 
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図 2.19 完成図を活用した道路基盤地図情報の蓄積・更新 

 
図 2.20 道路基盤地図情報 

 
 
 

2.3 道路情報 

2008 年 4 月に公開した提言書｢安全・環境に資する走行支援サービス実現のため
の道路情報と流通に向けた提言｣では、走行支援サービスを実現するために必要とな

る道路情報として、以下を定義した。 
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表 1. 走行支援サービスと道路情報 

 
道路情報 走行支援サービス 

経路案内サービス 
安全 環境（渋滞緩和） 

カーブ 速度 交差点 

 

レーン 標識 

信号 

路面 ゾーン 位置検出 歩行者 

情報種別 情報内容 情報項目 

経路案内 走り易さ優先

経路情報提供

サービス 

安全・安心な

経路情報提供

サービス 

適切な経路情

報提供サービ

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 

速度制御 

交差点危険情

報提供（一時

停止）支援サ

ービス 

走行レーン情

報提供サービ

ス 

レーンキープ 

標識・信号情

報提供サービ

ス 

路面情報提供

支援サービス 

中山間道路走

行支援サービ

ス 

地域（ゾーン）

情報提供サー

ビス 

高精度（車両）

位置検出 

横断歩道歩行

者衝突防止支

援サービス 

詳細な道路情

報提供サービ

ス 

サグ情報提供

サービス 

線形形状 

レーン情報 

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

カーブ情報 ○   ○ ○       ○       ○  

道路ネット

ワーク 

道路形状 

勾配、高さ情報 ○   ○ ○       ○   ○   ○ ○ 

管理区分                         道路種別 

路面情報               ○         

道路幅員   ○ ○ ○           ○         

レーン情報 レーン数 ○ ○ ○       ○           ○ ○ 

通行規制    ○                     

レーン規制 ○  ○       ○             

制限速度 ○  ○   ○                 

車幅制限 ○ ○ ○                     

高さ制限 ○ ○ ○                     

重量制限 ○ ○ ○                     

道路属性 

規制標識 

歩道 ○ ○ ○                     

停止線 ○ ○      ○           ○ ○  

横断歩道 ○ ○      ○           ○ ○  

駐車禁止 ○ ○      ○             ○  

指示標識 

踏み切り   ○                    ○  

信号機 種類 ○ ○          ○         ○  

方面標識 ○           ○           

入口、出口標識 ○           ○           

登坂車線 

追い越し車線 

○           ○          ○ 

案内標識 

非常駐車帯 

非常電話 

○           ○           

その他情報 サグ情報                        ○ 

交差点名称   ○                       

スクールゾーン ○     ○         ○       

道路に付

随する情

報 

地域ゾーン 

イベントゾーン ○     ○         ○       

※本図における規制標識、指示標識、案内標識の用語の定義は、国土交通省 道路技術基

準・道路標識ホームページ（http://www.mlit.go.jp/road/sign/sign/index.htm）に準ずる 

 
ITS Japan 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と流通に向けた提言｣より 
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2.3.1 道路情報の開示状況 

走行支援サービスでは、様々な道路が利用される。これらの道路情報は、道

路情報の管理者により設置、維持、管理されるものであり、その提供状況を整

理することは重要である。以下に、その整理結果を示す。 

(1) 道路の供用情報・更新情報の提供状況 

道路法第 18 条、道路法施行規則では、道路管理者は、道路の区域を決定し
た場合、道路の供用を開始した場合は、その旨を公示し、図面を一般の縦覧に

供する義務を課している。 

また、国土交通省道路局は、Homepageを通じて、新たに整備中の全国の道
路やバイパス、インターチェンジなどの年度内の情報を提供している。 

 
国土交通省道路局 道路開通情報 

http://www.road-open.jp/jsp/page/user/top_page.jsp 

また、内閣府沖縄総合事務所では、供用開始情報だけでなく、道路図面も

Homepageで提供している。 
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内閣府沖縄総合事務局開発建設部 
道路図面情報提供サービス 

http://www.dourozumenjoho.dc.ogb.go.jp/road/counserv/counservice.aspx 

しかし、実際の供用情報の提供状況を整理すると以下となり、管理者による

提供状況の差が大きいことが分かる。 

道路管理者 供用情報の提供 
高速道路 供用開始日に公示 

各HomePageで情報を提供 
国 
（地方整備局） 

供用開始日に公示 
官報で公示 

都道府県、政令市 供用開始日、または、それ以前に公示 
約半数の都道府県は専用の HomePage にて情報を
提供 

市町村 公報を電子化している団体は、供用開始日に公示 
ただし、公報を電子化している団体は 4% 

農林道 情報は公示されない 
港湾道 情報は公示されない 

※東大 CSIS「道路更新情報流通推進研究会」による一部市町村の状況確認結果より 

表 2 道路の供用情報の提供状況 

詳細については、東大 CSIS の「道路更新情報流通推進研究会」で各道路管
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理者へのアンケート調査を行っており、近日中に明らかになるものと思われる。 

(2) 道路施設の新設・更新情報 

道路標識は、その標識内容により、道路管理者及び都道府県公安委員会が管

理している。以下に、「道路標識、区画線及び道路標示に関する命令」（内閣

府・国土交通省令）第 4条に示されたその管理区分を示す。 

【道路管理者が管理する道路標識】 

・ 案内標識 

・ 警戒標識 

・ 規制標識のうち下記の標識 

「危険物搭載車両通行止め」、「最大幅」、「重量制限」、「高さ制限」、

「自動車専用」 

【都道府県公安委員会が管理する道路標識】 

・ 規制標識のうち下記の標識 

「大型貨物自動車等通行止め」、「特定の最大積載量以上の貨物自動車

等通行止め」、「大型乗用自動車通行止め」、「二輪の自動車・原動機付

自転車通行止め」、「自転車以外の軽車両通行止め」、「自転車通行止

め」、「大型自動二輪車及び普通自動二輪車二人乗り通行禁止」、「車両

横断禁止」、「転回禁止」、「追越しのための右側部分はみ出し通行禁

止」、「追越し禁止」、「駐停車禁止」、「駐車禁止」、「駐車余地」、「時間

制限駐車区間」、「最高速度」、「特定の種類の車両の最高速度」、「最低

速度」、「車両通行区分」、「特定の種類の車両の通行区分」、「牽引自動

車の高速自動車国道通行区分」、「専用通行帯」、「路線バス等優先通行

帯」、「牽引自動車の自動車専用道路第一通行帯通行指定区間」、「進行

方向別通行区分」、「原動機付自転車の右折方法（２段階）」、「原動機付

自転車の右折方法（小回り）」、「警笛鳴らせ」、「警笛区間」、「前方優先

道路」、「一時停止」、「前方優先道路・一時停止」、「歩行者通行止め」

及び「歩行者横断禁止」 

・ 指示標識のうち下記の標識 

「並進可」、「軌道敷内通行可」、「駐車可」、「停車可」、「優先道路」、

「中央線」、「停止線」、「横断歩道」、「自転車横断帯」、「横断歩道・自

転車横断帯」及び「安全地帯」 

各道路標識の管理者は、管理台帳等で、管理する施設の維持管理を行うのが

一般的である。なお、更新情報の周知・広報については、明確な法律上の規定

はなく、各都道府県の維持管理要領にて規定されるものと推定される。 
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2.3.2 地方公共団体が所有・管理する道路情報 

総延長距離で見れば、道路の 95%は地方公共団体が管理する道路である。 

道路種別 延長距離（km） 

一般国道（指定区間） 22,363 
一般国道（指定区間外） 31,983 
主要地方道 57,903 
一般都道府県道 71,390 
市町村道 1,005,976 
合計 1,189,616 

表 3 道路種別毎の延長距離（平成 18年 4月 1日現在） 

交通事故の観点から見れば、発生の大半は、地方が管理する道路である。 

交通事故 死亡事故 道路種別 

件数 構成率 件数 構成率 
一般国道 190,827 22.9 1,749 31.3 
主要地方道 32,587 15.9 1,086 19.4 
一般都道府県道 86,148 10.3 704 12.6 
市町村道 382,810 46.0 1,721 30.8 
高速自動車国道 6,282 0.8 151 2.7 

自動車専用道 6,892 0.8 83 1.5 
その他 26,908 3.2 93 1.7 
計 832,454 100.0 5,587 100.0 

表 4 道路種類別交通事故件数（平成 19年度） 

また、その発生場所は、市街地の交差点が半数を占める。 
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警察庁交通局｢平成１９年中の交通事故の発生状況｣ より 

http://www.npa.go.jp/toukei/koutuu48/H19.All.pdf 

したがって、安全・安心を目的とする走行支援サービスを効果的に機能させ

るためには、地方道を管理する地方公共団体から市街地の道路情報の提供が必

須となる。以下に、地方公共団体が整備する地図データと道路情報の現状を示

す。 

(1) 地方公共団体が整備する地図データと道路情報の現状 

(a)共用空間データ 
地方公共団体が行政サービスを行う上で扱われる情報には、位置を示す情

報が多く含まれる。そこで、各公共団体は、 GIS（ Geographic 
Information System：地理情報システム）を導入し、業務の効率化を計っ
ている。 

GISの導入状況（平成 19年 4月 1日現在） 

 

統合型 GISポータルサイトより 
http://gisportal.soumu.go.jp/ 

GIS の導入が進むにつれ、各部署の GIS、地図データを連携させ業務を効
率化する統合型 GISの整備が進められている。 
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統合型 GISでは、地図データを共用空間データとして整備し、全部署が利
用することで、空間情報に係わる業務の効率化、業務の連携を可能とする。 

 
総務省 統合型GIS推進指針より 

http://gisportal.soumu.go.jp/tgis/pdf/h19_01_tgis_suishin_shishin.pdf 

しかし、統合型 GISの導入は、都道府県では進んでいるが、市町村では、
実際に統合型 GISを利用する公共団体は、まだ限られている。 

統合型 GISの導入状況（平成 19年 4月 1日現在） 

 

統合型 GISポータルサイトより 
http://gisportal.soumu.go.jp/ 

(b)管理台帳 
道路法により、道路管理者は、道路の管理状況を道路台帳で管理すること

を義務づけられている。 
また、道路標識他の道路施設の管理者も、管理台帳で、各施設の管理を行

っている。 
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しかし、各管理台帳は、管理者毎による制度と整備要領に基づき整備され

ているのが実態のため、これらの管理台帳の情報を利用するためには、管

理者毎の個別の対応を行うことが必要となる。 

(c)住民サービス 
地方公共団体は空間情報を利用した様々な住民サービスを行っている。 
以下に、オブザーバーとして参加する岐阜県、三重県における GISを利用
した住民サービスの例を示す。 

【岐阜県】 

 
岐阜県警察犯罪発生マップ 

http://www.pref.gifu.lg.jp/pref/s18879/map/selectpolice.htm 
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関市洪水ハザードマップ 

http://www.city.seki.gifu.jp/gis/hazard-map/notice.htm 

 

【三重県】 

 
三重県 M-GIS HPより 

http://www.m-gis.pref.mie.jp/ 
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(2) 地方公共団体の道路情報流通への期待 

地方公共団体の業務で利用される行政情報には、何がしかの位置情報が含ま

れており、行政情報の大半は地理空間情報と言える。 

地方公共団体では、前記のように、施設の管理や行政サービスを行うために、

様々な地理空間情報を蓄積・管理しており、それらの情報を民間が利用し、民

間が収集した情報を官が利用できる仕組みを構築することで、民間のサービス

（例えば、走行支援サービス）が充実するだけでなく、官の行政サービスも充

実し、利用者である消費者、住民の利便性、安全性を向上させることが可能と

考えられる。 

地方公共団体における道路情報の整備状況と、道路情報を民間へ流通させる

ことへの期待を、オブザーバーとして参加している岐阜県、三重県における具

体的な状況と併せ記載する。 

(a)岐阜県の場合 

岐阜県では、共有空間データ（道路台帳附図、都市計画図、森林基本図によ

り構成）で県全域の地図をハイブリッド形式で整備し、各種マップの背景地図

として利活用されている。また、リアルタイムで一時的な道路情報として、岐

阜県では「道路情報提供システム」により規制情報、雪観測情報、道路状況画

像情報等をインターネット公開している。 

1)官から民への道路情報流通 

・官から民への道路情報提供には、地図データに関する情報とリアルタイ

ム一時的な情報がある。 

・国土地理院が整備を進めている基盤地図情報は、位置の基準として整備

された地理空間情報である。この情報を活用して民間地図の位置精度が

向上することを期待する。 

・官では、保有する情報を、自己の業務において最も適した形で公開して

いる。しかし、これが民で必要なデータ形式であるかは別問題である。 

・このため、官から民への道路情報提供には、民においてどの様なニーズ

があるのか情報提供が必要である。 

・官から民への情報提供を効率化するには、中間的な「データ提供システ

ム」が理想であるが、この様な仕組みを構築するためには、官側として

は、それによる行政側が期待する効果（道路規制情報の社会への早期提

供、危険箇所情報の提供など）など、見える効果を提案頂く事が重要と

考える。 

・全ての民間サービスを有料とするのではなく、基本的情報は無償提供、

付加価値の高い加工情報は有料といった仕組みの検討も重要と考える。 
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2)民から官への道路情報流通 

・民から官への道路情報流通というより、「民が提供する道路情報が、行政

側の社会への情報提供の効率化や支援となる」ようなものを期待したい。 

(b)三重県の場合 

道路施設の整備に関する情報管理は、三重県においても「道路台帳」に集約

される。県管理道路に関する台帳の標準的な補正作業は下記フローによって行

われるが、作業期間は約１年を要している。 

 
図 2.21 道路台帳の補正作業フロー 

台帳附図のデジタル化は約１割に過ぎず、多くが紙地図のままであるが、紙

地図は画像化（ラスター図化）を行っており、位置座標を付加することにより、

GIS背景に利用することが可能な状況としている。 

一方で、市町管理の道路についてはその対応に温度差があるが、多くは紙地

図のままであり、ラスター図化も行っていない市町が多い。 

また、これら道路情報の民間への提供は、県の場合はデジタル道路地 

図（DRM）更新のために集約・提供されているが、市町の場合は個別に情報
開示請求により対応していることが多く、道路情報の適宜かつ円滑な提供には

課題を残している。 

こうしたことから、DRM 更新のために情報提供が行われていない市町管理

道路に関して、県域大縮尺地図の整備を行っている一部事務組合が中心となり、

県管理道路と同様の情報提供が可能か、またデジタル道路地図の詳細化が可能

かを、（財）デジタル道路地図協会とともに情報提供実証実験を行い始めたと

ころである。 

また、道路に関する情報として規制情報も重要な情報である。 
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三重県では、規制情報の一元集約を行う道路情報管理システムを構築し、

「三重県道路規制情報サイト」から県民向け公開を行うとともに、国の「道路

情報提供システム」や県内部システムの「防災情報システム（防災みえ.JP サ
イト）」との情報連携を行っている。 

この他、工事情報については、県 GIS においても位置情報の提供や、一部
自動車メーカーのカーナビ向けに、観光情報等の情報提供も行っている。 

以上のように、道路に関する情報提供の取り組みは行っているものの、まだ

まだ情報が集約化されているとは言えず、また、提供データの形式や提供方法

が整理されていない部分がある。 

道路情報の民間利用の拡大は、地域産業や、交通利便、安全対策としても有

効であることから、継続的な検討が必要と考えている。 

2.3.3 交通標識・交通規制情報 

走行支援サービスでは、道路の状況に加え、交通のルールを示す、交通標識、

交通規制標識等の情報の網羅性、精度、鮮度も重要である。これらの道路情報

も各管理主体にて、管理台帳で管理されるため、管理台帳の情報を流通させる

ことで、迅速に利用することが可能となる。 

しかし、これらの管理台帳は道路施設を管理するための台帳であるため、そ

の書式、管理方法は様々であり、管理主体が管理台帳を公開しても、その利用

は容易ではない。 

そこで、これらの管理台帳の情報を利用するためには、官民が連携し、管理

台帳の情報を利用できる仕組みの検討が必要となる。 

 

 

 図 2.22 管理台帳の情報の流通  
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2.4 災害情報 

自然災害へ対応を強化するため、各関係機関は保有する災害関連情報を積極的に

公開しており、誰でもそれらの情報を利用することが可能となっている。 

たとえば、国土交通省の防災情報提供センターのHomepageでは、 

・ リアルタイム雨量 

・ リアルタイムレーダー 

・ 河川情報 

・ 気象情報 

・ 渇水情報 

・ 道路情報 

・ 地域の降雨情報 

・ 地震・津波・地殻変動・火山情報 

・ 港湾・海岸情報 

が公開されており、最新の情報を知ることができる。 

 
国土交通省防災情報センターHPより 

http://www.bosaijoho.go.jp/ 
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しかし、災害は、災害情報が出されたエリアの全ての道路に発生するのではなく、

地形等の様々な要因で、災害の発生の可否が決まる。そこで、災害情報をドライバ

ーに提供する際は、災害が発生する可能性のある道路を走行するドライバーのみに

情報を提供することが望ましい。 

特に、近年、頻発する局所的な豪雨では、災害が発生する道路を走行するドライ

バーへの迅速な情報の提供が重要となる。また、大規模な地震災害発生時は、災害

情報をドライバーへの提供することで、二次災害の防止にも役立つ。 

道路情報の流通の仕組みは、これらの災害情報を災害が発生する可能性のある道

路を走行するドライバーへ迅速に提供することが可能となる。 
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第3章 道路情報流通のために 

3.1 道路情報流通のあるべき姿と現状の問題点 

走行支援サービスを具体化し、その性能を確保するためには、利用する道路情報

の更新情報が、迅速に漏れなく、走行支援サービスの利用者に届くことが重要とな

る。道路情報の更新情報は、その道路、道路設備を設置、管理する管理者が所有、

管理をしており、その更新情報が利用者まで遅滞なく届く仕組みが必要となる。 

しかし、現実には、道路や道路施設は、各主体の各現場で管理されるため、その

管理手法、整備される情報、情報の提供手法は、管理する主体によって異なったも

のとなっている。また、提供する情報は、各主体が独自の判断で決定し、そのレベ

ルは大きく異なる。 

一方で、 

・ 自動車盗難多発地点情報 

・ 車上ねらい等多発地点情報 

・ 走りやすさマップ 

等のサービスにおいて、各主体から提供される道路情報の利用が進められてい

るが、まだ、特定の公共団体から道路情報を入手し利用しているのみで、そのサ

ービスは限定的なものとなっている。 

そこで、走行支援サービスのレベルを保証するためには、全国均一な道路情報の

整備が必要であり、道路、道路設備の管理者が同じ情報を同じレベルで提供できる仕組

みが必要となる。 

なお、高精度な地図については、全ての道路に渡り整備・更新していくことは現

実的ではなく、サービスに必要となる部位から優先的に整備を行うなど、官民連携

により戦略的な整備方針を具体化することが必要となる。また、整備が行われてい

る道路の高精度地図と行われていない道路の地図の連携を確保することが必要とな

る。このためには、高精度な地図は道路の共通位置参照方式と結びつき、どの道路

の高精度地図が整備されているかが把握できるようになることが必要である。 
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3.2 今後必要な取り組み 

道路、道路設備の道路管理者が同じ情報を同じレベルで提供するためには、各主

体から提供される道路情報の標準化が必要となる。 

3.2.1 情報の標準化 

道路情報は地理空間情報であるので、道路情報を利用するためには、 

・ 位置情報 

・ 提供される情報 

の標準化が必要となる。 

(1) 位置情報の標準化 

国総研、DRM 協会で整備を進めている路線 ID、路上参照点 ID は、整備、
更新された道路情報を流通し、利用するための位置情報の基盤となるので、位

置参照方式の早期実現に向け、整備状況、整備スケジュールのフォローが必要

となる。 

しかし、基盤となるためには、その継続的な運用の仕組みも重要となる。 

整備された路線 ID、路上参照点 IDが道路上の位置参照の基盤となるために
は、設定された路線 ID、路上参照点 IDを誰でも知ることができ、また、利用
者が問題を発見した場合は、その情報を DRM 協会に提供し、迅速に修正される

仕組みが必要となる。 

その手段としてWebを利用したシステムが考えられる。 

・ DRM協会はWeb上に整備した路線 ID、路上参照点 IDを提供する。 

・ 利用者が、路線 ID、路上参照点 ID に問題を発見した場合は、その問題
箇所をWeb上で指摘する。 

・ DRM 協会は、利用者からの指摘事項を確認し、路線 ID、路上参照点 ID
を更新する。 

全ての関係者がこの仕組みを利用することで、路線 ID、路上参照点 ID は常

に最新で、精度の高い状態に維持される。 
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図 3.1 道路の共通位置参照方式 

(2) 提供される情報の標準化 

走行支援サービスを全国均一に提供するためには、各主体から提供される道

路情報のレベルが同じレベルである必要がある。しかし、各主体が整備する道

路情報は、管理する道路、道路施設を維持、管理するために整備されたもので

あり、その内容のレベルは同じではない。 

たとえば、｢道路の改良工事｣や｢舗装工事｣と規定された道路工事でも、道路

の更新がされない、付帯設備の工事もあり、その案件からは、工事内容を特定

することは難しい。 

そこで、各道路情報の定義を明確にし、主体から提供される道路関連情報の

標準化が必要となる。 

種別 情報 
道路属性 道路種別、レーン数、道路幅員、勾配、高さ、曲

率、名称、管理者 

交通規制 規制種別、規制期間、規制時間、管理者 

信号 信号種別、信号タイミング、管理者 

道路標識 標識種別、管理者 

気象情報 気象情報種別、情報内容、日時、情報提供者 

災害情報 災害種別、情報内容、発生日時、情報提供者 

表 5 道路情報 

東大 CSIS の｢道路更新情報流通推進研究会｣では、道路情報を管理する各主

体へのアンケート調査を行い、その実態を調査した上で、道路情報を流通させ
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るための仕組みの研究を開始している。今後、本研究会で、各主体から提供さ

れる道路情報の標準化が推進されるので、その具体化に向け、フォローを継続

する必要がある。 

3.2.2 提供される情報を流通させる場 

地方公共団体や各主体では、行政情報を公開する場としてインターネットの

Homepageが積極的に利用されている。道路の供用開始情報も各地方公共団体
のHomepageで公開されるケースは少なくない。 

(1) Homepageによる道路情報の更新情報の提供 

前項の情報の標準化は、道路情報の管理者からの道路情報の提供、道路情報

の民間での利用を容易とする。具体的には、以下の手順により容易な道路情報

の利用が可能となる。 

・ 道路情報の管理者は、道路情報が更新された場合、その更新情報を標準化

ルールに基づき Homepage で、提供する。 

・ 民間は、各主体の Homepage から更新情報を入手し、利用する。 

 

図 3.2 Homepageによる道路の更新情報の提供 

(2) RSSによる道路情報の更新情報の提供 

さらに、更新情報を提供する際、XML（eXtensible Markup Language）で各情

報の詳細情報を記述することで、道路情報を利用する民間は RSS（RDF Site 

Summary）を利用し、情報の流通を自動化することが可能となる。 
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図 3.3 RSSによる更新情報の流通 

(3) 管理台帳情報の提供 

実際には、全ての道路情報は電子化されていないケースは多い。また、電子

化されていてもデータサイズが大きく、Homepage上に、道路情報を掲載でき
ないケースも多い。その場合は、道路情報のメタデータを Homepage に掲載し、

実体の帳票や、データは別に管理し、利用者からの要求により利用できる仕組

みも考えられる。 

 
図 3.4 電子化されていない情報の利用 

(4) 道路情報の更新情報の流通 

しかし、全ての主体が、Homepageで更新情報を提供できるとは限らない。
そこで、DRM 協会による、道路の共通位置参照方式の路線 ID、路上参照点 ID
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を提供するシステムを利用して、その更新情報を提供できる仕組みを構築するこ

とで、道路情報の管理者は、更新情報を容易に提供することができる。 

 

図 3.5 道路情報の更新情報の流通 

東大 CSIS の｢道路更新情報流通推進研究会｣では、これらの仕組みも含めた

道路情報の更新情報を流通させる具体的な検討が行なわれており、その検討状

況を当委員会もフォローする必要がある。 

3.2.3 情報流通のための制度 

位置情報の標準化と提供する情報の標準化は、各主体が管理する道路情報の

流通と、その利用を具体化する。 

しかし、これだけでは、道路情報流通のための仕組みでしかなく、実際の情

報を流通、利用するためには、各主体が道路情報を提供するための動機

（incentive）が必要となる。 

各主体が提供した道路情報により、民間は走行支援サービスを具体化し、そ

の道路の走行安全性が高まることは、その動機（incentive）としては十分で
はあるが、走行支援サービスの効果がさらに明確になるためには、周辺の道路

も含めた面としての道路情報の提供が必要である。そのためには、安全・安心

な社会の構築を戦略的にとらえ、制度による強制力も必要となる。 
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3.3 道路情報流通の効果 

道路情報を迅速に流通させ、利用できる仕組みは、走行支援サービスに利用する

道路情報の鮮度が向上し、走行支援サービスが具体化するだけでなく、様々な効果

を生む。 

3.3.1 走行支援サービス 

(1) 安全運転支援サービス 

提言書「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整備と

流通に向けた提言」（平成 20 年 4 月発行）では、具体化すべき走行支援サー
ビスとして、下記の走行支援サービスを定義した。 

(a)標識情報提供サービス 
案内標識、規制（工事規制も含む）の適切な情報を運転手に提供するこ

とにより注意を促し交通事故防止に寄与する。 

(b)地域（ゾーン）情報提供サービス 
スクールゾーン、お祭りゾーンなどの地域情報を運転手に提供すること

により注意を促し交通事故防止に寄与する。 

(c)路車（車路）協調サービス 
路側の情報と地図の情報を組み合わせて運転手に提供することにより注

意を促し交通事故防止に寄与する。 

(d)カーブ進入危険情報提供サービス 
カーブに進入する際、速度超過情報を運転手に提供することにより注意

を促し交通事故防止に寄与する。 

(e)速度超過箇所情報提供サービス 
速度超過が発生しやすい緩やかな下り坂部情報を運転手に提供すること

により注意を促し交通事故防止に寄与する。 

(f)交差点危険情報提供（一時停止）支援サービス 
交差点の一時停止情報を運転者の挙動に応じて提供することにより注意

を促し交通事故防止に寄与する。 

(g)詳細な道路情報提供サービス 
従来の経路案内に加えて、走行すべき車線を案内したり、車線毎の渋滞

情報を提供したりすることで、快適な運転に寄与する。 

(h)サグ情報提供サービス 
サグ渋滞が発生する箇所の情報を提供することで、渋滞緩和に寄与する。 

道路情報の流通は、これらの走行支援サービスの実現を加速化させる。 
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また、高齢者ドライバーの増加は、高齢者による交通事故の増加となっている。 

 

警察庁交通局｢平成１９年中の交通事故の発生状況｣ より 
http://www.npa.go.jp/toukei/koutuu48/H19.All.pdf 

高齢者は、運動能力、視認能力が低下するため、安全な運転を支援する走行

支援サービスの実現は急務である。 

さらに、交通事故の被害者も、高齢者が増加傾向にあり、 

 

警察庁交通局｢平成１９年中の交通事故の発生状況｣ より 
http://www.npa.go.jp/toukei/koutuu48/H19.All.pdf 

交通弱者である、高齢者、子供を守るための走行支援サービスの実現も急がれ

る。 

(2) 環境に配慮した走行支援サービス 

一方で、地球の温暖化の問題は、CO2 排出量の 20%を占める自動車に対し、
その抑制を要求する。 
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環境省 

｢2007 年度（平成 19 年度）の温室効果ガス排出量（速報値）について｣より 
http://www.env.go.jp/earth/ondanka/ghg/2007sokuho.pdf 

渋滞による走行速度の低下は CO2 排出量を増加させるため、経路案内サー
ビスにおける交通情報を利用した渋滞の回避は、CO2 排出量の削減に大きく
貢献する。 

さらなる CO2排出量抑制のために、走行支援サービスの役割は大きい。 

環境に配慮した走行支援サービスとして、下記のサービスが考えられる。 

(a)渋滞回避走行アドバイス 
渋滞は特定の曜日、時間帯に発生する。 
そこで、渋滞の発生を予測し、渋滞が発生しない時間帯での移動をアド

バイスするサービス。 

(b)エコ走行アドバイス 
CO2 排出量は走行ルート（走行速度、道路形状等）や走行パターンで大
きく変動する。 
そこで、CO2排出量の少ない、走行ルートや走行パターンを提供する。 
エコ走行を推進するため、エコ走行結果を、エコチャレンジとして、走

行パターンを相互に評価する仕組みも提案されている。 

(c)物流車両の走行アドバイス 
物流に利用される大型車両の走行経路、走行時間、走行パターンを総合
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的にアドバイスすることで、CO2排出量を効果的に抑制する。 

(d)ハイブリッド車、電気自動車の走行アドバイス 
電気を動力源とする電気自動車を利用する上で問題となるのは、電池の

充電時間。ハブリッド車はその解決策の一つであるが、電気自動車の利

用時間、走行ルートから電力消費量を予測し、利用者に充電箇所と充電 
方法をアドバイスすることで、電気自動車を効率的に利用することを可

能とする。 

道路勾配等の詳細な道路情報や、時間別、曜日別の交通情報は、最短距離や

最短時間の経路を提供するだけでなく、地球環境に最も負荷の少ない走行をド

ライバーにアドバイスすることを可能とする。 

待ったなしの地球環境の温暖化に対応するためには、環境にとって最適な走

行を支援する走行支援サービスは重要となる。 

(3) マルチモーダル交通支援サービス 

安全、環境を考えた場合、自動車単独での走行支援サービスには限界がある。

移動手段を、公共交通も含めたマルチモーダルな交通システムとして考える必要

がある。 

 

図 3.6 マルチモーダルな交通システム 

道路情報の流通の仕組みは、自動車のみならず歩行者や公共交通など他の交

通モードでも利用可能である。こうした道路情報の流通は様々な移動手段を管

理する交通システムの連携を可能とする。利用者は、安全な移動、環境に優し
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い移動を、その利用者にとって最適な移動手段で利用することが可能となる。 

また、これらの走行支援サービス、交通システムは、これから爆発的に自動

車の需要が増加する発展途上国においては必要不可欠なシステムでもあり、そ

の実用化は、日本の競争力を高めることになる。 

3.3.2 災害情報の流通 

災害情報は時間と共に変化し、情報の遅れは、時として人的被害となる。近

年頻発するゲリラ豪雨は、アンダーパスの道路を冠水させ、そこに自動車が進

入し立ち往生する被害が出ている。栃木県では、冠水した道路で自動車が水没

し、正確な位置特定が行えなかったことに伴う救急機関による誤った事故発生

場所の認識も重なり女性ドライバーが死亡するという痛ましい事故も起きてい

る。 

ゲリラ豪雨は、複数の箇所で一気に道路を冠水させ、道路管理者、警察によ

る道路封鎖が間に合わない場合、ドライバーはその状況を知らずに、冠水した

道路に進入することになる。 

 

 

気象庁｢局地的大雨から身を守るために｣より 
http://www.mlit.go.jp/common/000030725.pdf 

気象庁は、レーダー・降水ナウキャストで、最新の降雨量データと 60 分先
までの 10分毎の降雨予測を提供している。 
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気象庁HP 

 レーダー・降水ナウキャスト 
http://www.jma.go.jp/jp/radnowc/ 

この情報と道路データ（道路勾配、アンダーパス情報）は、冠水する可能性

のある箇所の予測を可能とする。 

しかし、ゲリラ豪雨は、短時間で道路を冠水させるため、冠水情報を効果的

にドライバーに伝達するためには、冠水可能性のある道路を走行する自動車の

みへ情報を提供することが重要であり、道路情報の流通の仕組みは、その有効

な手段となる。 
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この仕組みは、冠水だけでなく、がけ崩れ、突風等の道路を走行する自動車

に危害を及ぼすような災害が発生した場合も同様に、災害が発生する可能性の

ある道路を走行する自動車のみに災害情報を提供することを可能とし、災害によ

る被害を防止することができる。 

また、大規模な地震等の災害発生時、この道路情報を流通させる仕組みは、

官、民、利用者間で、道路上に発生する様々な情報を迅速に交換することを可能と

し、被害を軽減することが期待できる。 

 
図 3.7 大規模災害発生時の官、民、利用者での情報の交換 

3.3.3 地域情報の流通 

国道、県道等の交通の要となる幹線道路については、道路整備、交通対策に

より、交通事故死亡者数が年々減少しているが、それに比較し、生活道路での

事故が増加している。 

生活道路は交通の移動経路であると同時に、地域の生活の場でもあり、様々

な使われ方がされる。しかし、その情報はその地域にしかなく、その地域以外

のドライバーは地域の情報を持たないため、地域の生活道路に進入することに

なる。 

そこで、道路情報の流通の仕組みを利用し、地域の情報を地域から発信し、

ドライバーが利用できるようにすることで、地域の生活道路を回避し移動する

ことが可能となる。たとえば、子供達の通学ルートを提供することで、その道

路を走行するドライバーに情報を提供することが可能となる。 
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3.3.4 プローブ情報の流通 

車の移動履歴を収集するプローブ技術は、道路の交通状況をリアルタイムに

知ることを可能とする。しかし、車の移動履歴は、ユーザーの個人情報である

ため、収集した情報の扱いには十分注意が必要である。 

一旦、災害が発生した場合、道路情報流通の仕組みは、このプローブ情報を

道路情報の管理者へ流通させることを可能とする。道路情報の管理者は、民間

から提供されたプローブ情報から、災害現場である道路の状況を判断し、関係

機関と連携し、迅速な災害対応を可能とする。また、災害復旧作業を迅速に実

施するためにも、災害現場の道路状況は有効な情報となる。 

さらに、これらのプローブ情報は、道路の日々の利用状況を示す情報でもあ

り、個人情報の扱いをきちんと管理した上で、道路情報の管理者が道路の利用

状況を知るための情報として利用すれば、道路管理、道路計画を的確に、かつ、

効率的に行うことを可能とする。 

3.3.5 道路施設管理の効率化 

道路情報の流通は、民間における様々な利用のみならず、管理者による道路

施設管理の効率化に資すると考えられる。道路上の施設は、それぞれの管理主

体により維持され、管理台帳等で管理されている。しかし、これらの情報は空

間情報であるため、空間的な位置関係による相互作用が考えられる。 

たとえば、道路工事による車線規制は、交通量との関係で、渋滞の発生の有

無が決まる。また、ゲリラ豪雨は、降水量と道路構造と排水能力等の関係から、

道路のアンダーパスの部分に冠水を発生させる。 

そこで、各道路情報の管理者が管理する施設管理情報を空間的に結合させ、

道路の構造と道路上の施設情報をトータルで見ることで、道路の維持管理を効

率の良いものにし、的確で迅速な道路管理を可能とする。 
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図 3.8 施設情報の統合 
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第4章 まとめ 

走行支援サービスを具体化するためには、網羅性、正確度（精度）、鮮度の高い次

世代のデジタル道路地図が必要となる。ITS Japan は、次世代デジタル道路地図の
研究会、委員会を設置し、道路や道路施設を管理する管理者からの情報の提供と、

提供される道路情報の流通の仕組みの構築を継続的に関係機関へ提案を行ってきた。 

また、提言書｢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整備と

流通へ向けた提言｣（平成 20 年 4 月発行）の中で、安全、環境に必要となる走行支
援サービスを具体化するためには、道路情報の迅速な流通が必要であり、その実現

に向けたアクションプログラムを提案した。 
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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 4.1 道路情報流通へ向けたスケジュール 
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この提言を受け、下記の主体にて具体的な活動が展開された。 

活動 活動主体 検討状況 
道路の共通位置参

照方式 
国総研 
DRM協会 
 

路線 ID、路上参照点 IDの整備仕様の決定。 
サンプル試作による整備仕様、位置参照性能の確

認を実施。 
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。 
道路基盤地図情報 国総研 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。 
高度デジタル道路

情報対応検討会 
DRM協会 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、横断歩道情

報。 
国道等一般道の勾配変化点、曲率半径。 
高速道路の車線ネットワーク、勾配、曲線半

径、サグ情報等。 
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。 
道路更新情報流通

推進研究会 
東大 CSIS 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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以上４つの活動が具体化し、管理者からの道路情報の提供の仕組みの構築が進め

られることになった。 

道路情報を流通させるための共通基盤は具体化に向け大きく動き始めたが、この

共通基盤を活用した道路情報の流通そのものについてはまだ十分な検討が開始され

たとは言えない。 

例えば、走行支援サービスでは、道路の物理的な形状に加え、道路上に設置され

る標識等の情報も必要であり、その更新情報の流通については、誰が、どう検討を

進めるのか、まだ、具体的な活動に展開できていない。こうした情報の流通へ向け

た具体的な活動が必要である。 

また、走行支援サービスを具体化するためには、道路情報の管理者から、鮮度、

精度の高い道路情報が、網羅的に提供されるだけでなく、継続的に更新される必要

がある。道路情報を管理する管理者が継続的に情報を提供できるようにするために

は、提供側の動機（インセンティブ）が必要であり、インセンティブを維持するた

めの制度的な裏づけも重要となる。今後、関係主体への働きかけが必要となる。 

そこで、ITS Japan 次世代デジタル道路情報委員会は 2009 年 4 月以降もその活
動を継続し、走行支援サービスの具体化に向け、活動を開始した各機関をフォロー

すると同時に、具体化できていない道路情報を流通させるため、関係機関への働き

かけを推進する。 
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参考：海外・国内の最新動向 

(i) 海外の動向 

(a)ニューヨーク世界会議の SS01（Next Generation Digital Maps for ADAS）の

概要 

第 15 回 ITS 世界会議は 11 月 16 日～20 日にニューヨークで開催され、17
日の 

SS01｢Next Generation Digital Maps for ADAS｣ 

において、委員会の事務局の中條氏が、当委員会の活動状況を報告した。 

Activities of the Next Generation Digital Road Related Data Committee of 

ITS Japan 

 

【発表資料のタイトル】 
1. Position of the committee 
2. Current Members 
3. History 
4. Results of the Activity 

1) Example services for safety and environment 
2) Road related data needed for the services 
3) Proposal of an actualization scheme 
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Tool 1 Basic network of roads 
Tool 2 High-accuracy Map 

4) Proposal of the schedule 
5. Future Plans 

 

このセッションでは、他に、下記報告もあった。 
 
欧州NAVTEQ社 Kees Wevers氏 

ROSATTE Road Safety Attributes Exchange Infrastructure in Europe 

 

【発表資料のタイトル】 
Overview of map-related activities 
in-vehicle map database 
requirements for the map are increasing 
map updating: a continuous process 
history 
MAPS&ADAS priority attributes 
the ROSATTE data chain 
the other part of the data chain 
the ROSATTE project 
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aspects of the ROSATTE data exchange 
the process chain 
components and data flow 
test sites 
a real-world situation ... 
the extended data chain 
warning signs ... 
map data for cooperative systems 

 
米国 ST Microelectronics 社 Michael E. Kasparian氏 

Enabling a New Architecture for ADAS Mapping and Positioning 

 

【発表資料のタイトル】 
ADAS MPE Brings Maps and GPS to the Vehicle… 
ADAS MPE Architecture 
ADAS MPE Enables Map-Enhanced ADAS across Segments 
Breakthrough Architecture for ADAS Map and Positioning 
MPE Hardware Resources 
ST’s ADAS MPE Reference HW 
ADAS MPE Software Functional Blocks 
ADAS MPE Software 
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Attributes of the ADAS Map 
The ADAS MPE can be implemented in different 
ADAS MPE Can Serve Multiple Uses 

 
米国 Tele Atlas社 Cecil Goodwin氏 

Fresh Maps Through Community Input 

 

【発表資料のタイトル】 
Purpose 
Advanced navigation requires advanced maps 
Advanced navigation requires fresh maps 
Mobile Mapping: map data collection at normal driving speeds 
Map updating redefined 
Map updating with user feedback 
The FeedMAP concept 
The FeedMAP concept deployed 
Converting reported errors into map updates 
Community input through location probe data 
The Power of the Community 
Update detection with location probe data 
The map … 
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The map and location probe data 
The map … 
The map and location probe data 
Improving geometry accuracy 
Building out new coverage 
Conclusions 
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(b)欧州のデジタル道路地図に関するプロジェクトの最近の動向（ROSATTE） 

ROSATTEは、ERTICO のプロジェクトとして 2008 年 1 月にスタート。走
行支援サービスを実現する上で、道路管理者からの情報の利用の仕組みを検討。 

 

 
ROSATTE Requirements Workshopより 

http://www.ertico.com/en/subprojects/rosatte/publications/ 
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道路管理者からの情報（道路属性）を車載機まで流通させるための仕組み

とそのデータ交換フォーマットの研究を実施。 

 
ROSATTE Requirements Workshopより 

http://www.ertico.com/en/subprojects/rosatte/publications/ 

流通させる道路情報として、 

・ 制限速度 
・ 交通標識 

にターゲットを絞って、具体化を検討中。 
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ROSATTE Requirements Workshopより 
http://www.ertico.com/en/subprojects/rosatte/publications/ 
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(ii) 国内の動向 

(a)道路更新情報流通推進研究会（東大 CSIS） 
主催： 
東京大学 空間情報科学研究センター 
研究会の目的： 
道路分野について、産官学の関係機関が連携して、道路更新情報の収

集・配信・利活用等の流通環境が整備されること。 
研究会の位置づけ： 
平成 20 年 8 月より、２～３年間において隔月程度で開催し、主に産官
学の道路管理者、更新情報利用者から構成。 
大学の場であることを活かし、従来の枠組みにとらわれず、将来像を含

め、自由に議論を実施。 
検討成果は、区切りの良いところで、適宜研究会外へも情報を発信。 
研究目標： 
道路更新情報を円滑に流通させるための技術・仕組みの案を具体化する。 
メンバー： 
《委員長》 
柴崎亮介 東京大学 空間情報科学研究センター センター長 

《委員》 
ITS Japan、オープン CAD フォーマット（OCF）評議会、東京電
力㈱、東京ガス㈱、東日本電信電話㈱、土地家屋調査士連合会、東

日本高速道路㈱、三井不動産販売㈱、総務省 自治行政局、農林水

産省 農村振興局、林野庁 森林整備部、国土交通省 大臣官房、

国土交通省 道路局、国土技術政策総合研究所、三重県、岐阜県、

大阪府、(財)デジタル道路地図協会、(財)道路管理、(財)日本建設情
報総合、東京大学 空間情報科学研究センター 

《オブザーバー》 
朝日航洋、アジア航測、インクリメント・ピー、建設技術研究所、

国際航業、ゼンリン、トプコン、日本工営、日本電気、パシフィッ

クコンサルタンツ、パスコ、ESRI ジャパン、ニコル・トリンブル、
日本高速道路保有・債務返済機構、NTT-ME 

《事務局》 
東京大学 空間情報科学研究センター 
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(b)地図配信の標準化（ISO/TC204/WG3、Kiwi-Wコンソーシアム） 

ISO/TC204/WG3 では、車載機の地図データを更新する仕組みとして、地図
配信技術の標準化作業を日本から提案。 

ISO CD 24099「Navigation Data Delivery Structures and Protocols」 

車載機の地図データを更新する手法を定義し、地図データを更新するために

必要となる地図センターと車載機間の通信プロトコルを規定する。 
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ISO CD 24099「Navigation Data Delivery Structures and Protocols」より 

 

現在、標準案の作成作業は完了し、IS に向け CD 投票が可決された段階であ
る。今後、DIS投票、FDIS投票を経て国際標準が発行される見込みである。 

さらに、国内のカーナビ地図フォーマットに関する業界団体である Kiwi-W
コンソーシアムが中心となり、走行支援サービスを具体化するため、車載機に

搭載される地図データの論理データモデルの見直し作業の提案に向けた調整が

進められている。 

 

  Service Centre In-vehicle System 

Application Server 
Application 

Map Centre 

Data 
Collection& Edit 

Service 
Center DB 

 
  

  

Extraction Update 
Distribution 

Update data Update data 
Map 

Center DB 
 

 Onboard DB  

 

This Standard 
 

7 
Application Layer HTTP, FTP 

 

6 Presentation Layer SMTP, Telnet  

5 Session Layer NetBIOS, NWLink  

4 Transport Layer TCP, NetBEUI  

3 Network Layer IP, NetBEUI  

2 Data Link Layer Ethernet, PPP  

1 Physical Layer wireless  

 

OSI Layers Examples of Existing 
Communication protocols 

OSI Reference Model 

API(SWG3.4) 
Driver 
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2009 年 5 月の ISO/TC204 総会において、日本から PWI｢Extended Logical 
Data Model of Map Database for Advanced In-vehicle ITS Applications｣が提案さ

れ、車載機でサービスするアプリケーションをナビゲーションから走行支援サ

ービスに拡大に伴う、車載機の地図データの論理データモデルの見直しが行わ

れる予定である。 

 

出典：Kiwi-Wコンソーシアム資料 
図 参考-1 新規提案項目（PWI）のスコープ案
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参考資料 

 
1) ITS Japan『次世代デジタル道路地図の実現へ向けた提言』（平成 17 年 8
月） 

 
2)  国土交通省国土技術政策総合研究所 国土技術政策総合研究所資料 No.372
『次世代デジタル道路地図のあり方に関する研究』（平成 19年 3月） 

http://www.nilim.go.jp/lab/bcg/siryou/tnn/tnn0372.htm 

 

3) 国土交通省国土技術政策総合研究所『道路の共通位置参照方式における基本
的考え方(案)』（平成 19年 3月） 

http://www.nilim.go.jp/lab/bcg/siryou/tnn/tnn0372pdf/ks0372021.pdf 

 
4) ITS Japan『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
備と流通へ向けた提言』（平成 20年 4月） 

http://www.its-jp.org/topics/topics069.htm 

 
5)  警察庁交通局『平成 19年度中の交通事故状況の発生状況』 

http://www.npa.go.jp/toukei/koutuu48/H19.All.pdf 

 
5)  環境省『2007 年度（平成 19 年度）の温室効果ガス排出量（速報値）につ
いて』 

http://www.env.go.jp/earth/ondanka/ghg/2007sokuho.pdf 
 
6) 気象庁『災害時気象速報 平成 20年 8月末豪雨』 

http://www.jma.go.jp/jma/kishou/books/saigaiji/saigaiji_200803.pdf 
 
7) Kiwi-Wコンソーシアムホームページ 

http://www.kiwi-w.org 
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ITS Japan 次世代デジタル道路情報委員会 

－委員会名簿（五十音順）－ 

 
委員長 ： 浜田 隆彦 株式会社デンソー ITS技術２部 主任部員 

幹事会員： 
 

青木 嗣夫 
 

パイオニア株式会社  MBG事業企画部  
ナビゲーション企画部 渉外担当部長  

幹事会員： 浅野 正春 株式会社ザナヴィ・インフォマティクス 
 先行開発本部 本部長 

幹事会員： 有村 一郎 トヨタ自動車株式会社 IT・ITS企画部 
調査渉外室 担当課長 

幹事会員： 飯塚 比呂志 インクリメント P株式会社 コンテンツ本部 本部長 

幹事会員： 大崎 新太郎 株式会社トヨタマップマスター 開発部 主幹 

幹事会員： 川崎 健一 パイオニア株式会社 MBG事業企画部事業戦略部 副参事 

幹事会員： 黒瀬 義雄 株式会社デンソー 東京支社 ITS渉外 担当次長 

幹事会員： 柴田 明人 パナソニック株式会社 オートモーティブシステムズ社 
国内市販ビジネスユニット 商品設計グループ 
第 6設計チーム チームリーダー 

幹事会員： 田口 隆志 株式会社ゼンリン 制作本部 企画設計部 課長 

幹事会員： 中尾 剛章 パナソニック株式会社 システムソリューションズ社 
ITS事業推進センター 担当課長 

幹事会員： 中村 之信 株式会社本田技術研究所 四輪開発センター 
第４技術開発室 第１ブロック 主任研究員 

幹事会員： 野村 高司 日産自動車株式会社 技術開発本部 IT&ITS開発部 
 IT/テレマティクス開発グループ 主担 

幹事会員： 樋川 祐一 インクリメント P株式会社 コンテンツ本部 企画部 部長 

幹事会員： 松田 自弘 住友電気工業株式会社 システム事業部 
プロジェクト推進部 主幹 

幹事会員： 角田 政一 株式会社日立製作所 オートモーティブグループ 
CIS事業部システムソリューション本部 システム部 
チーフプロジェクトリーダ 

幹事会員： 山岬 健一 日本電気株式会社 放送・制御事業本部 
ITS事業推進センター 主任 

幹事会員： 渡邉 淳 株式会社トヨタマップマスター 開発部 部長 
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 井上 英文 ボッシュ株式会社 テクニカルセンター 
先端技術開発部 セクションマネージャー 

 熊澤 正博 総合経営コンサルタント 

 小林 哲哉 株式会社ベリサーブ システム検証第一事業部 
ITS検証サービス部 部長 

 佐藤 英夫 株式会社野村総合研究所 LPB推進室 主席コンサルタント 

 高石 幸一 富士通株式会社 次世代 IT・ITSプロジェクト室 
官民合同推進グループ プロジェクト部長 

 原  智亨 フォルクスワーゲンジャパン株式会社 
東京技術代表部 プロジェクトマネージャー 

 山崎 太郎 株式会社ベリサーブ システム検証第一事業部 
ITS検証サービス部 

   

オブザーバー：  奥原 寿隆 岐阜県 総合企画部 情報企画課  
情報基盤対策監 

オブザーバー： 桑原 敏行 財団法人日本デジタル道路地図協会 上席調査役 

オブザーバー： 鈴木 正司 岐阜県 総合企画部 次長（情報化推進担当） 

オブザーバー： 三島 大輔 岐阜県 総合企画部 
情報企画課 主任技師（地域情報化担当） 

オブザーバー： 山口 成大 三重県 政策部 情報政策室 地域情報化グループ 主査 

オブザーバー： 遠藤 和重 国土技術政策総合研究所 高度情報化研究センター 
 情報基盤研究室 室長 

オブザーバー： 布施 孝志 国土技術政策総合研究所 高度情報化研究センター 
情報基盤研究室 研究官 

オブザーバー： 松林 豊 国土技術政策総合研究所 高度情報化研究センター 
 情報基盤研究室 交流研究員 

オブザーバー： 柴崎 亮介 東京大学 空間情報科学研究センター センター長 

オブザーバー： 関本 義秀 東京大学 空間情報科学研究センター 特任講師 

   

事務局： 辻村 春樹 特定非営利活動法人 ITS Japan 普及促進グループ 常務理事 

事務局： 小林 文夫 特定非営利活動法人 ITS Japan 普及促進グループ 部長 

事務局： 田代 清彦 特定非営利活動法人 ITS Japan 普及促進グループ 担当部長 
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事務局： 須賀森 勇夫 特定非営利活動法人 ITS Japan 普及促進グループ 担当部長 

事務局： 池田 朋広 株式会社三菱総合研究所 社会システム研究本部 
 ITS研究グループ 主任研究員 

事務局： 中條 覚 株式会社三菱総合研究所 社会システム研究本部 
 ITS研究グループ 主任研究員 

計４１者 

 

 


