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ＩＴＳの役割ＩＴＳの役割
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ITS (Intelligent Transport Systems)：高度道路交通システム

従来施策だけで対応しきれない課題をICTを活用して解決を目指す

・交通渋滞 渋滞損失額：年間10兆円
・交通事故 事故約72.6万件、 死者約4.9千人（平成22年）
・環境悪化 ＣＯ２排出量：約18％は自動車からの排出

・交通渋滞 渋滞損失額：年間10兆円
・交通事故 事故約72.6万件、 死者約4.9千人（平成22年）
・環境悪化 ＣＯ２排出量：約18％は自動車からの排出

人

道路 車両

情報通信
技術



ＩＴＳの推進体制ＩＴＳの推進体制
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産学官でITSを推進
IT戦略本部のもと、ITS関係の四省庁が連携してITSを推進
ITS Japan、ITS標準化委員会とも連携してITSを推進

高度情報通信ネットワーク高度情報通信ネットワーク
社会推進戦略本部社会推進戦略本部
（（ITIT戦略本部）戦略本部）

ITSITS標準化委員会標準化委員会
特定非営利活動法人特定非営利活動法人

ITS JapanITS Japan
（学識経験者・企業・関係団体で構成）（学識経験者・企業・関係団体で構成）

四省庁連絡会議四省庁連絡会議

国土交通省

警察庁

総務省

経済産業省

国際標準化の推進
ISO：国際標準化機構

・産学によるITSの推進
・ITS世界会議の開催等

（2001年1月発足）
（本部長：内閣総理大臣）



スマートウェイ推進会議スマートウェイ推進会議
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産官学連携の中核としてのスマートウェイ推進会議
下部組織として、作業部会を設置し、実務的な観点から検討
民間事業者を中心とした検討会議を設置し、将来のサービスの展開可能
性について幅広く議論

・スマートウェイ推進のフォローアップ

・社会、技術動向を踏まえた提言

・民間企業、民間団体より構成

・官民が連携したサービスモデルを検討

・学識経験者、関係業界団体、関係省庁より

構成

・実務的観点からの検討

スマートウェイ推進会議作業部会スマートウェイ推進会議作業部会

スマートウェイ推進会議スマートウェイ推進会議

民間事業者を中心とした検討会議民間事業者を中心とした検討会議
連携

スマートウェイ推進会議 （2004年6月9日開催)



提言に基づく、取り組み状況提言に基づく、取り組み状況
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2004年8月

2004年11月

2005年2月

2006年3月

ITS車載器規格（JEITA規格）の策定ITS車載器規格（JEITA規格）の策定

提言を踏まえ、次世代道路サービス提
供システムについて民間23社との官民
共同研究

共同研究報告書概要共同研究報告書概要

共同研究開始共同研究開始

スマートウェイ推進会議提言スマートウェイ推進会議提言

スマートウェイ推進会議作業部会設置スマートウェイ推進会議作業部会設置

2007年3月

首都高公道実験の開始2007年5月

SW2007ﾃﾞﾓ及び首都高試行運用2007年10月

ITS-Safety2010  08年度大規模実証実験2008年度～

全国展開へ



首都高におけるスマートウェイ公道実験の実施（首都高におけるスマートウェイ公道実験の実施（20072007年度～）年度～）
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20082008年度スマートウェイ大規模実証実験の実施年度スマートウェイ大規模実証実験の実施
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東京東京

広島広島

愛知愛知
京阪神京阪神

名神・
新名神

【新潟（関越自動車道）】 ０８年度
（収集系）車両挙動情報収集（積雪路面情報）

【愛知（名古屋高速・国道１５３号・東海環状自動車道）】 ０８年度
（安全系）前方障害物情報提供、カーブ進入危険防止、

（情報系）前方状況情報提供（静止画による道路情報提供）
休憩施設走行支援情報提供

【京阪神（名神高速・新名神高速）】 ０８年度
（情報系）前方状況情報提供（ハイウェイラジオ情報）

【東京（首都高速）】
０７年度 公道実験・デモンストレーション
０８年度
（安全系）前方障害物情報提供

（高速・一般道連携サービス）

（情報系）道路交通情報提供
（経路選択支援）
前方状況情報提供
（静止画による道路情報提供）

【広島（山陽自動車道）】 ０８年度
（安全系）速度超過注意喚起

【京阪神（阪神高速）】 ０８年度
（安全系）カーブ進入危険防止、前方障害物情報提供、合流支援

（情報系）前方状況情報提供（静止画による道路情報提供）

新潟新潟

07年度から実施している首都高速道路でのサービスについて、08年度からは
サービスを拡充して実証実験を実施
さらに、08年度はスマートウェイサービスを三大都市圏等へ拡大するとともに、
各地域の特性に応じた新たなサービスを導入して地域実証実験を実施（各高速
道路会社も主体的に参加）



実験の事例紹介（渋滞末尾情報［参宮橋カーブ］）①実験の事例紹介（渋滞末尾情報［参宮橋カーブ］）①
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実験概要
• 実験場所：首都高速道路４号新宿線上り参宮橋カーブ区間
• 実験期間：2005年3月1日～5月31日
• 実験モニター（259人）等からの意見収集や、交通流観測を実施

上り
→

下り
←

ＶＩＣＳビーコン

赤外センサー

約300m

センサーが渋滞や停止・低速車両を検知

ピッ！ カーブの先の状況を
簡易図形で表示

カーナビの表示

ピッ！ カーブの先の状況を
簡易図形で表示

カーナビの表示

4月２７日より設置

渋滞末尾情報板
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4月２７日より設置
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4月２７日より設置

渋滞末尾情報板

交通課題
【ドライバー要因】
高速でカーブ進入
【構造要因】
視認性が悪い（R:88m）
【交通要因】
渋滞が日常的に発生

交通課題
【ドライバー要因】
高速でカーブ進入
【構造要因】
視認性が悪い（R:88m）
【交通要因】
渋滞が日常的に発生

事故多発地点
141件/年
2004年度 物損含む

社会実験
渋滞末尾情報提供



実験の事例紹介（渋滞末尾情報［参宮橋カーブ］）②実験の事例紹介（渋滞末尾情報［参宮橋カーブ］）②
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事故件数による効果検証
• 事故対策は舗装修繕と合わせて実施。情報提供の効果をみるために路面乾燥時の
事故件数を調査
→路面乾燥時におけるサービス対象事故（追突+前方障害物起因の二次事故）は
サービス開始後大幅に減少。
→情報提供の効果を確認
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H14.4-H15.3 H15.4-H16.3 H16.4-H17.3 H17.4-H18.3

事故発生年月

総
事
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件
数
（
件
/
年
）

追突（対低速） 二次事故
追突（その他） その他事故）

年度単位の事故発生状況推移（路面乾燥時：事故類型別）

出典：H14.4～H18.3首都高速事故データ
注1）当該区間内で、最初に発生した事故（一次事故）から
60分以内（首都高の事故処理平均時間）に発生した事故を
二次事故とした。
注2）参宮橋カーブ区間（5.182kp～5.29kp）を対象。
注3）件数は物損を含む。
注4）MEXデータによる通報ベースの件数。

追突+前方障害物起因の二次事故
前年度比６割減

渋滞末尾情報
提供開始



 

情報提供位置：7.83kp
(RSU、路面センサ)

カーブ入口：8.0kp

速度検知器位置：7.7kp

この先　事故多発
カーブ。速度注意。

至　板橋JCT

至　竹橋CT

熊野町JCT

0m 100m 200m 

Providing voice information by using ITS 
systems 

Curve Section(R=88m) 

Accident prone curve ahead!! 
Be Careful with driving speed. 

Kumano-cho curve

Shinjyuku-sta.

Tokyo bay

Tokyo-sta.

C: ITS-Spot (RSU) 7.83kp 

B: Road surface censor7.83kp 

A: speed tracking point 7.7kp 

To Takebashi JCT 

To Itabashi JCT 

Curve section 8.0kp 

7.9kp 

8.0kp 

8.1kp 

8.2kp 

Kumano-cho curve 

車両感知器
(車種、速度)

路面センサ
（乾燥/湿潤/凍結）

ITS Spot

8.0kp

8.1kp

8.2kp

7.9kp

実験の事例紹介（速度注意喚起情報［熊野町カーブ］実験の事例紹介（速度注意喚起情報［熊野町カーブ］ ）①）①

この先事故多発カーブ。速度注意。
ピッ！

進行方向

熊野町カーブ区間
R=88m

7.83kp

7.83kp

7.7kp
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実験の事例紹介（速度注意喚起情報［熊野町カーブ］実験の事例紹介（速度注意喚起情報［熊野町カーブ］ ）②）②

「情報提供あり」の方が減速行動（アクセルオフ・ブレーキ）が早い。
減
速
行
動
を
取
っ
た
台
数

進行方向

減速行動が早い
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○ＩＴＳスポット対応カーナビが
2009年10月から発売開始

○ＩＴＳスポットを全国で整備
（高速道路上を中心に約1,600箇所）

ITSスポット

ＩＴＳスポット
対応カーナビ

高速・大容量・双方向通信

カーナビ、ＥＴＣが進化して一体化し、オールインワンで多様なサービ
スを実現。
このサービスは、道路に設置された「ＩＴＳスポット」と自動車に搭載
された「対応カーナビ」との高速・大容量・双方向通信で実現。
広域な道路交通情報や画像も提供されるなど、様々なサービスを実現。



ＩＴＳスポットで実現中のサービスＩＴＳスポットで実現中のサービス
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2010年度冬からITSスポットサービスが全国で開始。
ITSスポットサービスは、当面、3つの基本サービスを実現。

【ダイナミックルートガイダンス】広範囲の渋滞データで賢くルート選択。

【安全運転支援】ドライブ中のヒヤリを減らす事前の注意喚起。

【ETC】ETCのサービスも実現。

【情報接続】SA・PA、道の駅などでインターネット接続。

３つの基本サービス

その他のサービス



ＩＴＳスポットの全国整備ＩＴＳスポットの全国整備
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全国の高速道路本線上を中心として約1,600箇所にITSスポット（路側
機）を整備。
このうち、東名高速、名神高速の全サービスエリアを含め、サービスエ
リアや道の駅などには約50箇所に設置。

都市間高速道路については、JCT
（約90箇所）の手前も含め、おおむ
ね10～15kmおきに設置。
都市内高速道路については、約
4kmおきに設置。

全国のITSスポット配置図全国のITSスポット配置図

100km

凡例

LEGEND
: ITS spot

一般道にも拡大予定。
（2011年度に20箇所）



ＩＴＳスポットサービス対応カーナビの発売ＩＴＳスポットサービス対応カーナビの発売
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2009年10月、ITSスポットサービス対応カーナビ発売開始。
2011年7月現在、ITSスポットサービス対応カーナビは7社から発売中。
5年間の累計で、約1,000万台の普及予測（NPO法人ITS Japan 試算）

0
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150

200
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350

400

１年目 ２年目 ３年目 ４年目 ５年目

万台

５年累計で
約１，０００万台

出典：ＩＴＳ Ｊａｐａｎ

【普及予測】

三菱電機パナソニック 三菱重工

トヨタ自動車日産自動車アルパイン

パイオニア
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これまでの
取り組み

これまでの
取り組み

・VICS、ETCの展開・普及
・ITSスポットサービスの開発（官民共同研究、大規模実証実験、技術仕様策定）
→ H23年に全国展開（約1,600箇所でサービス開始）

・国際標準化への対応（日本方式ETCの国際標準化など）

今後の課題今後の課題

●産学官の連携による次世代サービスの創造
・今後のITSサービスの方向性の明確化
・新しいITSサービスの展開

●ITSスポットサービスの検証
・確実なサービス提供、効果評価

●道路政策効率化のためのデータ収集・活用
・プローブ情報による道路行政評価

●ITSを用いた環境負荷の低減
・サグ部等での渋滞解消支援
・大型車の交通安全支援
・電気自動車等の普及への対応

●国際連携・展開、国際標準化における
位置づけの確保
・欧米の協調システム標準化への対応
・成長戦略としての日本ITS技術展開
・国際標準化活動への対応

目指す成果目指す成果

→ ITSサービス高度化の中長期的な展開方策
新たなサービス（決済、物流、観光）の提供

→ ITSスポットサービス実運用検証、評価、改善

→プローブ情報を活用した旅行速度調査等の

実施、官民プローブの相互利用実現
→サグ部等渋滞削減システム開発、実展開

大型車支援システムの開発、実展開
EVの普及に対応した情報提供等の実施

→海外展開向けITS技術の開発、展開
日本のITS技術と整合する協調システムの
国際標準化 等

国総研でのこれまでの取組みと課題国総研でのこれまでの取組みと課題
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ＩＴＳスポット対応カーナビ

ITSスポットサービスに用いられ
るスポット通信は、双方向の大容
量通信が可能
（車両側から道路側に情報を送
信（アップリンク）できる）

ITSスポットサービスに用いられ
るスポット通信は、双方向の大容
量通信が可能
（車両側から道路側に情報を送
信（アップリンク）できる）

ITSスポット対応カーナビ及びITS
スポットは、車を動くセンサとして
利用するプローブを収集するシス
テムとしての活用が可能。

ITSスポット対応カーナビ及びITS
スポットは、車を動くセンサとして
利用するプローブを収集するシス
テムとしての活用が可能。

アップリンク

ダウンリンク

・道路プローブ情報の生成には、ITSスポット対応カーナビを構成するカーナビのGPS受信
機、加速度センサ、ジャイロセンサ等から得られるデータを利用

・旅行速度調査の代替、事業の効果評価への活用

・潜在的交通事故危険箇所の抽出、交通安全対策の効果評価への活用

・災害対応業務への活用

ITSスポット
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【【道路プローブ道路プローブ】】

道路プローブの概要道路プローブの概要
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【【道路プローブ道路プローブ】】

旅行速度の収集旅行速度の収集

0 3 61.5 キロメートル

4/23（土）～5/10（火）
昼間12h平均

道路種別 凡例

高速道路

一般道

ビーコン

速度 凡例

0～20km/h未満

20～40km/h未満

40～60km/h未満

60～80km/h未満

80～100km/h未満

100km/h以上

札幌市の例



サグ･

上り坂部

60.3%

インター

チェンジ合流部

13.9%

トンネル入口

20.8%

料金所部 0.1% その他

3.7%
車線減少部
1.2% 

都市間高速道路における渋滞量

2009年2002年
総渋滞量 = 107,516 km･h/年総渋滞量 = 65,226 km･h/年

サグ・

上り坂部

42.7%

インター

チェンジ合流部

18.6%

トンネル入口

17.6%

料金所部

16.9%

その他

3.9%

車線減少部

0.3%

ETCの普及が進んだ現在、高速道路では、サグ･上り坂部での渋滞が6割を占め
ており対策が急務

サグ底部

サグとは…勾配が下り坂から上り坂に変わる区間
→勾配が極めて緩やかに変化
ドライバーは勾配変化に気づきにくい
上り坂で速度低下が生じやすい

NEXCO 3社合計値より作成（渋滞量＝渋滞回数×平均渋滞時間×平均最大渋滞長/2）
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【【サグ部の渋滞対策サグ部の渋滞対策】】

高速道路での渋滞発生状況高速道路での渋滞発生状況



交通状況のセンシング

(( (
路側ビーコン 路側センサ

勾配･車間距離･速度...

ACCをON

ACCをON

上り坂でも速度を維持

適切な車間距離をキープ

ACC: Adaptive Cruise Control
設定された速度を上限に、先行車の速度に
合わせ一定の車間距離を確保して追従走行
することができる 一定の車間距離

対策イメージ対策イメージ
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【【サグ部の渋滞対策サグ部の渋滞対策】】

車両制御技術（ＡＣＣ）との連携車両制御技術（ＡＣＣ）との連携



【【物流支援サービス物流支援サービス】】

物流支援サービスのシステム開発物流支援サービスのシステム開発
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ITSスポットより各高速会社へ収集される物流車両のプローブデータをプ
ローブ処理装置で選別し、事業者サーバへ伝送する
道路管理者向けサービス、物流事業者向けサービスの双方が期待できる

・現在の走行位置、走行経路の把握
・ヒヤリハット箇所の把握
・目的地到着時刻の予測
・量販店、配送センターへの情報提供

・共同配送センター

・量販店

（目的地）

・博多アイランドシティ

・事業者拠点

（出発地）
プローブ処理装置

事業者サーバ

ＩＣ

ITSスポット ITSスポット↑アップリンク（ID、位置、時刻、
走行履歴、挙動履歴）

↑アップリンク（ID、位置、時刻、
走行履歴、挙動履歴）

ＩＣ

道路管理者サーバ

・走行履歴、所要時間の分析による道路利用
状況のモニタリング
・物流拠点間ＯＤの把握

道路管理者向けサービス物流事業者向けサービス



【【キャッシュレス決済サービスキャッシュレス決済サービス】】

キャッシュレス決済サービスの概要キャッシュレス決済サービスの概要
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ICクレジットカードを車載器へ挿入し、ITSスポットと通信して、車に乗りなが
らキャッシュレス決済（車利用型EMV決済）を行うサービス。
ゲート前で料金を払う煩わしさがなくなり、店舗や施設の円滑な入退による利
便性向上、施設の魅力向上が期待される。

NEXCO東日本日比谷駐車場

クレジットカードによる料金
決済（EMV決済）

入口での施設情報の
情報提供

大型：22 / 小型：84 / 二輪：4 
男大：3 / 男小：10 / 女：13

駐車場大：0 / 駐車場小：3 / トイレ：1 

サーバ

機能 共同研究

官民共同研究を開始し
実車を用いた実証実験を実施
（2010年10月、2011年2月）



次世代の高度道路交通システムに関する研究次世代の高度道路交通システムに関する研究
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情報通信学会等他学会との連携、異業

種専門家との議論を通じた活動

主な実施内容

•ITSの今後の研究テーマの抽出・整理
•震災復旧・防災へのITSの利活用方策
•新たなITS事業の評価手法

情報通信学会等他学会との連携、異業

種専門家との議論を通じた活動

主な実施内容

•ITSの今後の研究テーマの抽出・整理
•震災復旧・防災へのITSの利活用方策
•新たなITS事業の評価手法

次世代の高度道路交通システムWG次世代の高度道路交通システムWG

JICA等のWGへの参画及び海外調査研

究等を通じた活動

主な実施内容

•ITS分野における国際協調の動向把握
•海外展開が期待されるITS技術の明確化
•海外現地での調査・検証の実施

JICA等のWGへの参画及び海外調査研

究等を通じた活動

主な実施内容

•ITS分野における国際協調の動向把握
•海外展開が期待されるITS技術の明確化
•海外現地での調査・検証の実施

海外展開検討WG海外展開検討WG

• ITSを取り巻く状況の変化：世界的な国際協調・調和の動向、新たなモビリ

ティ/通信技術、車両制御技術の急速な普及・発展

• ITSによる今後の道路交通システムへの貢献：少子高齢化・過疎化による地

方財政の悪化、既存ストックの活用による交通課題への対応

• 研究の目的：新たな通信技術や車両制御技術を活用した次世代のITSのあり

方について検討し、ITS技術の海外展開についても検討

研究体制（土木学会への委託研究）



目次目次
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１．スマートウェイの実証実験

２．ＩＴＳスポットサービスの本格展開

３．今後のサービス拡充に向けた研究開発

４．国際標準化・協調活動



ISOにおけるITSの標準化組織TC204が1992年に設置
TC(Technical Committee:専門委員会)の下で、現在14のWGが活動中
発注・機器調達時等の公平性を担保、我が国のITSの諸外国への展開

ワーキンググループ コンビナ

WG1  :システム機能構成 イギリス

WG3  :ITSデータベース技術 日本

WG4  :車両・貨物自動認識 ノルウェー

WG5  :自動料金収受 スウェーデン

WG7  :商用車運行管理 カナダ

WG8  :公共交通 アメリカ

WG9  :交通管理 オーストラリア

WG10 :旅行者情報 イギリス

WG11 :ナビ・経路誘導 空席

WG14 :走行制御 日本

WG15 :狭域通信 ドイツ

WG16 :広域通信 アメリカ

WG17 :ノーマディックデバイス 韓国

WG18 :協調システム ドイツ

ISO/TC204議長
事務局：TIA(米)
Telecommunications
Industry Association

ISO/IEC内でのリエゾン
TC8

TC22

TC104

TC154

TC211

ISO/IEC/JTC1

ISO/IEC/JTC1/SC31

TC122-TC104JWG

IEC/TC9

ISO外とのリエゾン
ITU-R SG5(WP5A)

ITU-R SG5(WP6A)

CEN/TC278

APEC

IEEE

OGC

UN/CEFACT/TBG3

IrDA

ETSI/ERM/TG37

WCO
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ＩＳＯＩＳＯ//ＴＣ２０４組織（国際）ＴＣ２０４組織（国際）



ETCに関連する国際標準規格として、ETCにおける車載器－路側機間の通信手
順を規定したISO15628「狭域通信第7層」を2007年1月にIS発行

ETCにおける車載器-路側機間の通信手順を規
定する規格として1996年に国際標準活動の提案
が行われ、PWIとして承認

1996年に、日本は5.8GHz帯を活用したアクティ
ブ方式（現行ETC方式）を国際標準化案に採用す
るように働きかけ

1999年より、本標準のドラフト作成を日本が担
当、WDの作成に注力

2002年にCD投票、2003年にDIS投票
2007年1月にIS発行
2010年にSR投票が行われ、引き続きISOとして
の利用が承認

SR投票で得られたコメントを基に改定作業を実
施し、2011年10月現在DIS投票手続き準備中

国際標準化の経緯
ETCアプリケーションETCアプリケーション

【第7層】
通信の最上位の階層でありア
プリケーションのインターフェイ
ス部分

【第7層】
通信の最上位の階層でありア
プリケーションのインターフェイ
ス部分

【第2層】
機器間の基本的な接続を行う
など通信方式の規定を行う層

【第2層】
機器間の基本的な接続を行う
など通信方式の規定を行う層

【第1層】
電波の周波数など物理特性の
規定を行う層

【第1層】
電波の周波数など物理特性の
規定を行う層

ISO15628の対象範囲

通信の
階層
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国際標準化活動と成果①国際標準化活動と成果①



国際標準化活動と成果国際標準化活動と成果②②

プラットフォームプラットフォーム

指示応指示応
答機能答機能

メモリアメモリア
クセス機クセス機
能能

IDID通信通信
機能機能

カードアカードア
クセスクセス
機能機能

プッシュプッシュ
型情報配型情報配
信機能信機能

スマートウェイ関連技術を基に

日本からISO/TC204に提案・標準化した主な項目

CALM：Communications Air-interface for Long and Medium range 次世代道路サービスで利用する基本APIを用いた仕組み

官民共同研究成果等を踏まえ、センターとカーナビ間で地図データを配信する
際の技術や、路側機のアプリケーションから車載器の基本APIを選択・組み合わ
せて、様々なサービスを実現する仕組み等をISO/TC204で標準化。

提案件名 概要

更新型地図データ配信
技術（WG3）
- ISO24099(2011/1)

センターとカーナビ間で地図
データを配信する際の技術に関
する標準化

プローブデータ定義
（WG16）
- ISO22837(2009/1)

プローブデータのフォーマットに
関する標準化

アプリケーション更新技
術（WG16）
- ISO24101(2010/4)

車載器のアプリケーションの更
新方法に関する方式の標準化

CALM-Mail（WG16）
- ISO24103(2009/5)

DSRCによるIP通信のための通
信プロトコルに関する標準化

CALM-非IP通信方式
（WG16）
- ISO29281(2011/3)

日本の基本API、非IP通信の技
術方式を含めた各国の非IP通
信方式サービス実現方法に関
する標準化
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欧米におけるＩＴＳ標準化動向欧米におけるＩＴＳ標準化動向
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欧州ＩＴＳアクションプラン（2008年12月）

USDOTによるIntelliDriveSMイニシアチブ（2009年1月にVIIから改称）

CEN/TC278/WG16の創設（2009年3月）

ISO/TC204/WG18の創設承認（2009年9月）

協調システムの標準化に関する欧州指令（M/453）（2009年10月）

ＩＴＳ指令（Directive 2010/40/EU）（2010年7月）

欧州委員会情報メディア総局（DG-INFSO）と米国運輸省革新技術庁

（ USDOT-RITA）との間で協調システムに関する共同宣言（2009年11月）

⇒欧米協調体制の構築



日米・日欧の協力活動の経緯日米・日欧の協力活動の経緯
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日本国国土交通省とアメリカ合衆国運輸省との間の運輸科学技術分野に

おける協力に関する実施取決め （2005年改定署名）
ITS世界会議開催時等に実施する二国間会議 （1993年～）
日米タスクフォース会合の設置・開催 （2009年～）

【 日米 】

ITS世界会議開催時等に実施する二国間会議 （1994年～）
【 日欧 】

日米道路科学技術に関する協力実施取り決め （1992年調印、1997年再調印）

日本国国土交通省道路局とアメリカ合衆国運輸省研究・革新技術庁との

間の高度道路交通システム分野の協力に係る協力覚書 （2010年10月）

日本国国土交通省道路局と欧州委員会情報社会・メディア総局との間の
高度道路交通システム分野の協調システムに関する協力覚書（2011年6月）

⇒日・米・欧の三地域の協力体制の確立



日・米・欧の協力体制日・米・欧の協力体制
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開発されたシステムの国際展開、相互利用を実現するための国際標準化。
我が国は、欧米と協調しながら、国際標準化活動を推進。

ＩＳＯ（国際標準化機構）、ＩＴＵ(国際電気通信連合)

日・米・欧の三地域が連携して、ＩＴＳの国際標準化を推進

主なＩＴＳの国際標準化機関

協力覚書協力覚書
（（2011.62011.6））

共同宣言共同宣言
（（2009.112009.11））

協力覚書協力覚書

（（2010.102010.10））

欧州委員会欧州委員会
情報社会メディア総局情報社会メディア総局
（（DGDG--INFSOINFSO））

米国運輸省米国運輸省
研究・革新技術庁研究・革新技術庁

（（RITARITA））

日本日本
国土交通省国土交通省



日米・日欧協力覚書の締結日米・日欧協力覚書の締結
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道路局⇔米国運輸省
研究・革新技術庁（RITA）

（2010年10月21日）

道路局⇔欧州委員会
情報社会メディア総局（DG-INFSO）

（2011年6月21日）

日米・日欧協力覚書のポイント

相手方の取り組みを踏まえた、共同・協調研究分野の特定

実施中の研究開発、実証実験、便益評価、研究成果にかかる情報共有

関係者（産業界、標準化組織等）への広報、交流の促進

グローバル、オープンな協調システム標準策定活動の支援



日米欧協調の動向日米欧協調の動向
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日米欧ＩＴＳ会議の開催

・第1回：2010年10月 （東京）

・第2回：2011年1月 （ワシントンDC）
・第3回：2011年6月 （リヨン）

日米欧ＩＴＳ会議の開催

・第1回：2010年10月 （東京）

・第2回：2011年1月 （ワシントンDC）
・第3回：2011年6月 （リヨン）

第１回日米欧ITS会議（東京）

主な議題

・三極のITS分野における協調・調和活動の重要性
・協調活動の体制や最新動向



最近の国土交通省道路局の活動最近の国土交通省道路局の活動
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【 日米 】

【 欧米 】

二国間会議 －2010年10月、2011年10月
タスクフォース会議 －2010年10月、2011年1月、4月［電話会議］、

9月［電話会議］、11月（予定）

2010年10月以降の活動

【 日欧 】

二国間会議 －2010年10月、2011年10月
電話会議 －2011年5月

ステアリンググループ会合オブザーバ参加 －2011年1月、6月、10月
技術タスクフォース会合オブザーバ参加 －2011年1月、10月
ワーキンググループ会合オブザーバ参加 －2011年1月～



Working Group
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日米欧協調日米欧協調 参考②参考② 日欧米協調活動の分野日欧米協調活動の分野
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日米 日米欧（三極） 欧米

優先分野

a) International Standards 主要テーマ Standards

b) Evaluation Tools and Methods 主要テーマ Assessment Tools

c) Probe Data 重要性を言及 Sustainability Applications

その他分野

- Driver Distraction － Driver Distraction & HMI

- Environmental Issues 重要性を言及 Sustainability Applications

- Communications Security － －

- Certification － －

- Open Platform RSE － －

- Open Source Software 
Environment using probe data － －

－ － Glossary

－ － Safety Applications


