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路・鉄道などインフラの整備は継続するものの、財源不足

ど将来に課題を抱える中で新たな発展を模索する先進国、

や整備に時間がかかることから既存のインフラの有効活用

急成長を続ける中で社会資本整備や人材育成が追いつか

や人やモノの流れそのものを合理化する ITS の潜在力に期

ず社会問題も内在する新興国、いずれも社会を支える基盤

待が高まっている。

としての総合的交通体系整備を重要課題と捉えている。道

1. グローバルな ITS の動向

4）次期 ITS ビジョン

予算で賄ってきた。2012 年 7 月には 2 ヶ年の予算 MAP21
（Moving Ahead for Progress in the 21st Century Act）

このように推進されてきた各国・地域のビジョンやアク

が成立した。この下で、連邦運輸省（US Department of

ションプランは更新期にさしかかっており、新たな方向性

Transportation）が安全、環境、モビリティの課題解決に

が打ち出されようとしている。2013 年 10 月に東京で開催

向けた次期計画を策定中である。そこに、自動運転を含む

される ITS 世界会議にはこれらが出揃うことになる。

高度運転支援の開発・実用化 Road Vehicle Automation を

欧州の ITS 推進のベースとなってきた第 7 次

織り込む検討が進められている。2013 年夏に原案をとり

Framework Programme が今年終了し、2014 年から次期

まとめ、次期 ITS Strategic Research Plan（2015-2019）に

プログラムに移行する。欧州連合の総合ビジョン Europe

反映される見込みである。日本では、情報通信技術戦略

2020 の下で Horizon 2020 と命名して策定作業が進んでい

（IT 戦略）、科学技術戦略の中で ITS が取り上げられてい

各国で ITS の開発・導入に本格的に取り組み始めてから

ことを目指している。米国では、2013 年の秋に協調型シ

る。域内の国際競争力強化による経済活性化と地球温暖

る。また、推進体制として横断的施策を効果的に推進する

約 20 年が経過し、交通管制、自動料金収受、交通情報の

ステム導入の政策判断をするために、2012 年 8 月からミシ

化などグローバルな課題への対応を重要分野としており、

ための司令塔機能の強化についても立法化を含む動きが出

収集提供、安全運転支援など個別のシステムの実用化が進

ガン州で 3,000 台規模の実証実験を行い、効果と社会受容

交通システムも取り上げられる見込みである。米国では、

てきている。新たに策定されるこれらの戦略にも具体的施

められてきた。さらに、次世代の ITS ビジョンの検討が進

性の検証を行っている。日本では、2006 年 1 月に策定され

長期陸上交通予算 SAFETEA-LU が 2009 年 9 月に期限切

策とともに織り込まれる。

められている。
（第 6 章に詳細を記載）

た IT 新改革戦略でマイルストーンが設定され、2008 年度

れとなった後も後継法案が成立せず、数ヶ月単位の延長

の大規模実証実験を経てほぼ計画通りに実用化された。自

1）アクションプラン
各国・地域では、時代のニーズに対応した交通課題への

動車専用道を中心とする「ITS スポット」は全国約 1,600 箇
所への路側システムの設置が完了した。一般道の「DSSS」
は東京、神奈川から路側システムの設置が始まっている。

2. ITS を取り巻く技術の進展

3）車載機の全車装着を前提としたシステムの検討

1）ネットワーク社会とビッグデータ

対応としてビジョンを策定しアクションプランに基づきプ
ロジェクトを推進している。
欧州では、欧州連合の研究開発プログラムである第 7 次

により、総合的な位置特定精度も向上してきた。交通手段
にかかわらず、人の動きを把握することができるのが特長

Framework Programme の下で 2008 年 12 月に ITS Action

ITS の実用化には路側システムの整備と車載機の普及の

2000 年代に入って、インターネットの家庭への普及が

である。また、位置情報に加えて、自動車の制御システム

Plan が策定され多くのプロジェクトが進められてきた。米

両方が必要である。よく「鶏と卵」の比喩が用いられるよ

始まり、個人でホームページを開設したり、blog などを

から得られる動作状態に関する情報を活用することも検討

国では、長期陸上交通予算 SAFETEA-LU（2005-2009）が

うに、日本では ETC や VICS においてこれらがバランス

通じて個人が情報発信するようになった。ここ数年で、ス

が進んでいる。車両側のシステムとスマートフォンなど個

ITS 関連の活動のベースとなってきた。2009 年 1 月には

よく進んできたが、一般的には難しいのが実情である。そ

マートフォンのように移動体通信機能を備えたパソコンと

人が既に所有している移動端末とのインターフェースをと

ITS Strategic Plan を策定し Connected Vehicle Research

のような中で、車載機の全車装着を前提とするシステム導

遜色ない高機能端末の急速な普及が進んだことにより新た

ることで、低コストにプラットフォームを構築することが

が進められてきた。日本では、政府の IT 戦略本部が策定

入の動きがでてきている。

な局面を迎えた。個人あるいは個人が所持する端末から発

検討されている。

した「新たな情報通信技術戦略」や総合科学技術会議の

欧州では、緊急通報システム（eCall）の欧州全域での一

信される膨大な情報が従来の延長線上にない革新的なサー

「社会還元加速プロジェクト」の下で産官学が連携して ITS

斉導入を目指して、早くから検討に着手したが、欧州連合

ビスを生み出し、社会の動きに大きな影響を与える潜在力

の開発と実用化が進められてきた。急速な経済成長が進む

加盟各国のインフラ整備の足並みが揃わないなど進展しな

を現し始めた。
（特集 II、第 4 章に関連事項を記載）

アジア地域では、交通インフラの整備が追いつかない中で

かった。そこで、自動車メーカーへの車載機搭載義務づけ

大都市部への集中が進み、また、所得の増加がオートバイ

（2014 年以降に販売する新車）を先行させることを決定し

や自動車の保有の急増につながり、深刻な事故や渋滞への

た。米国では、前述のように協調型システムの実用化に向

交通分野では、移動体から刻々変化する位置情報を収集

対策として ITS の活用が活発化している。

けた実証実験を進めているが、その結果を踏まえて 2013

する「プローブ」情報の活用が代表的事例である。東日本

これまでは、プローブ情報収集システムを構築した事業

年秋までに導入の政策判断をすることになっている。全車

大震災では、自動車からのプローブ情報を集約して公開す

者が自社内でサービスに活用してきたが、いわゆる「ビッ

に装着を義務づけることも選択肢に含まれている。欧米に

ることにより、救援活動や被災者の移動に役立つことが実

グデータ」として、収集した情報の流通の仕組みが構築さ

共通して、交通インフラの整備・維持財源の確保、エネル

証された。

れることにより、さらに広がりのあるビジネスが生まれる

2）協調型システム

（2）新たなビジネス
自動車やスマートフォンからの位置情報を利用した交通
関連サービスは既に活発に行われている。自動車の運転に

（1）プローブ

必要な情報提供や公共交通の乗換案内から自転車や登山な
どに特化したサービスも提供されている。

ここ数年、最も活発に取り組まれてきたのは、協調

ギーの多様化のもとでの地球温暖化対策のために、燃料課

プローブ情報は乗用車への情報提供サービスやタクシー

ことが期待される。たとえば、交通分野で収集された情報

型の運転支援システムである。路車（VtoI: Vehicle to

税や自動車保有への課税に代えて、走行距離に応じた課金

や配送事業者の運行管理システムから収集し活用すること

が、全く別のビジネス分野で価値を生み、情報収集のコス

Infrastructure）、車車（VtoV: Vehicle to Vehicle）、その

システムの導入の検討が本格化している。どの地域の、ど

から始まった。衛星測位（GPS）単独では測位精度が充分

ト回収を交通分野に閉じた範囲で考える必要がなくなる。

他の対象も含めて VtoX の間でのデータ通信により安全性

の道路を、何時、どれだけ、どういう車両が走行したかに

でないが、カーナビでは車両挙動やデジタル地図と移動軌

異分野横断でビジネスモデルを構築することにより、公共

の向上や効率の向上に資するシステムの開発と実用化が進

応じて課金しようというものである。衛星測位、固有 ID、

跡のマッチングにより精度を確保している。携帯電話はも

性のある交通分野で活用するための費用負担を分散し、低

められた。

路車間通信の 3 要素を全車装備することにより、代替交通

ともと基地局が端末位置を常時補正しているが、より精

く抑えることも期待される。

手段の有無や環境負荷に応じて弾力的な課金をしようとい

度の高い GPS 受信機能の搭載が進んだ。それがスマート

うものである。

フォンのプラットフォームに載ったことりより、位置情報

欧州では、ITS Action Plan において、通信方式ややり
取りするメッセージに関する国際標準化の推進と実証実験
（FOT: Field Operation Test）を経て 2015 年に実用化する

を活用した多様なサービスが提供されるようになった。さ
らに、センター側での位置補正や Wi-Fi 基地局情報の活用

8

2）高度制御技術の向上と製品化
安全運転支援システムの開発と実用化は、ITS 推進に関
9
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ト回収を交通分野に閉じた範囲で考える必要がなくなる。

他の対象も含めて VtoX の間でのデータ通信により安全性

の道路を、何時、どれだけ、どういう車両が走行したかに

でないが、カーナビでは車両挙動やデジタル地図と移動軌

異分野横断でビジネスモデルを構築することにより、公共

の向上や効率の向上に資するシステムの開発と実用化が進

応じて課金しようというものである。衛星測位、固有 ID、

跡のマッチングにより精度を確保している。携帯電話はも

性のある交通分野で活用するための費用負担を分散し、低

められた。

路車間通信の 3 要素を全車装備することにより、代替交通

ともと基地局が端末位置を常時補正しているが、より精

く抑えることも期待される。

手段の有無や環境負荷に応じて弾力的な課金をしようとい

度の高い GPS 受信機能の搭載が進んだ。それがスマート

うものである。

フォンのプラットフォームに載ったことりより、位置情報

欧州では、ITS Action Plan において、通信方式ややり
取りするメッセージに関する国際標準化の推進と実証実験
（FOT: Field Operation Test）を経て 2015 年に実用化する

を活用した多様なサービスが提供されるようになった。さ
らに、センター側での位置補正や Wi-Fi 基地局情報の活用

8

2）高度制御技術の向上と製品化
安全運転支援システムの開発と実用化は、ITS 推進に関
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それぞれ行われてきた。日本では、愛・地球博（2005 年）

つとして取り組んできた。それらが実用化され普及段階に

に自動隊列走行のバスが会場内の旅客輸送に使用された。

入った。さらに、自動運転の要素技術が実用化レベルに達

（2）個人の発信力

路法に基づき Interstate Highway の建設が進められ経済

従来、一般市民にとっての「情報化社会」の意味すると

発展を支える基盤として総延長 6 万 8,500km の高速道路網

しかし、一般車両との混在環境で自動運転を実用化するこ

ころは、行政機関や報道機関など情報を容易に入手できる

が建設された。日本でも、1957 年に成立した国土開発幹

し実証試験が各地で行われるようになり、実用化へのロー

とは困難と考えられてきたが、ここ数年、実用化を視野に

ような社会の実現であった。初期のインターネットの普及

線自動車道建設法などにより約 8,000km の高速道路が建設

ドマップが具体的に検討され始めた。
（特集 II に関連事項

入れた自動運転プロジェクトが活発化してきた。

は、まさにその役割を担った。しかし、今日的に重要な意

された。

日本では、低炭素交通社会を実現するためのエネルギー

味は、情報発信においても個人が行政機関や大企業と対等

しかし、建設から 50 年以上が経過し老朽化が進む一

ITS プロジェクト（2008-2012）において、大型トラックの

の影響力を持ったことにある。東日本大震災において個人

方、財政難から公共事業費が削減されて適切な保守すら

隊列自動走行の開発が行われた。欧州では、Aachen 工科

発の情報とそれを結びつけるネット上のコミュニティーの

困難になりつつある。ドイツのアウトバーンも欧州の経

大学のトラックの自動隊列走行 KONVOI（2009 年）、ト

力が多くの人々の支えになり行政機関の救援活動にも活用

済統合により他国籍の通過車両が増加し、2005 年には衛

ラックに乗用車が追従走行する SARTRE（2012 年）など

された。それ以来、個人発の情報の解析の研究が加速し、

星測位を用いた ETC による大型車の有料化に踏み切った。

レーダーや画像処理により前方障害物を検知し運転者に

の公道実験が行われた。米国では、PATH（Partners for

報道機関も活用するようになった。悪意の情報流通が社会

米国でも、全国陸上交通インフラ資金調達委員会（The

警報で知らせるとともに、必要であれば自動的にブレーキ

Advanced Transit and Highways）がワシントン DC で路

的混乱を招いたり個人情報が流出したりするリスクに対策

National Surface Transportation Infrastructure Financing

をかける衝突被害軽減ブレーキは、乗用車の装備としての

線バスの自動運転（2003 年）、ネバダ州でトラックの隊列

をとりながら、
「個」の力を活かすことが期待される。

Commission）が取りまとめた報告書 ‘Paying Our Way’ に

製品化が先行したが、大型トラックやバスへの装着義務づ

走行（2011 年）などを行った。また、軍事研究の一環で、

けが決まった。乗用車への装着も社会的認知の向上と価

Urban Challenge（2007 年）と銘打った市街地での乗用車

格の低廉化により普及が加速している。レーダーにより

の完全自動運転コンペティションが行われた。市販車両の

先行車との距離を計測し追従走行の速度制御を行う ACC

改造で技術的に実現可能であることが実証され、その成果

（Adaptive Cruise Control）は、追突事故防止や運転操作

を活用して、Google 社が各地で公道走行試験を行ってい

を記載）
（1）運転支援システムの普及
車両単独の支援装置は自動車の先進装備として製品化が
進んでいる。

おいて、走行距離に応じた課金システムを導入し財源に充
（3）公共データオープン化
先進各国では、公的機関のもつデータを公開し、他の行
政機関や民間の利用を促進する方向に動いている。

てることを提言している。
また、多様な交通手段を組合せた効率的で環境負荷の
小さい交通網を構築する動きも活発である。都市交通で

欧州は、欧州連合域内活動のシームレス化による巨大経

は、中心市街地に路面電車（LRT：Light Rail Transit）を

済圏としての国際競争力強化を目指してきた。社会活動を

復活させて歩行者中心に交通網を再整備し、郊外の住宅

このように制御技術が高度化する中で、車両の高度運転

支える交通においても、あらゆる交通手段を国境を越えて

開発を公共交通沿線に制限する（TOD：Transit Oriented

協調型システムは先に述べたように ITS スポットおよ

支援技術、車車間・路車間協調技術を融合して、安全性の

シームレスにつなぐ効率的なマルチモーダル交通の実現に

Development）ことにより公共交通利用を促進することな

び DSSS として既に実用化されている。さらに、車両単独

向上やエネルギー効率の向上を実現すべく政府プロジェク

力を注いできた。そのために、加盟各国の官民の交通機関

どが行われている。物流分野でも、広域経済圏となった欧

の運転支援機能を協調型システムと融合することにより、

トが計画されている。米国連邦運輸省は、前述のように自

が持つデータの標準化と相互利用を促進してきた。公開さ

州では、トラック輸送に鉄道やドナウ川などの河川を利用

より広範囲の交通対策に寄与することができる。例えば、

動運転を含む高度運転支援の開発・実用化 Road Vehicle

れた情報をスマートフォンのプラットフォーム上で活用し

した水上輸送を組合せるとともに、情報システムを活用し

車車間通信により前方障害情報や先行車の加減速情報を

Automation を次期 ITS Strategic Plan（2015-2019）に織り

た多様なサービスが提供されている。

た結節点の運用の効率化が推進されている。

ACC 搭載車の間で共有することで車群全体の最適制御を

込む見込みである。日本では、2012 年度からオートパイ

米国では、公的機関の保有する情報は可能な限り公開

このように、既存の道路網の交通流を円滑化し有効活用

行うこともできる。

ロット研究会を開催し、行政、有識者、自動車メーカで検

し、民間活用を促すことによって、市民に対してよりきめ

するとともに新技術を駆使して診断や予防的保守を行うこ

討を重ね、新たな高度運転支援のあり方を検討している。

の細かい多様なサービスが提供され、新たな情報提供ビジ

と、多様な交通手段の組み合わせ利用を促進すること、複

ネスが次々に生まれている。新産業育成の経済効果も現れ

数の交通施策の中から最も効果的なものを選択するための

ている。

合理的評価、などが強く求められており、ITS 活用の期待

の負荷の軽減など装備車両にとっての効用に加え、緩やか
な加減速により周辺交通流を整流化する効果もある。

る。

（2）自動運転技術への関心の高まり
1990 年代から自動運転の技術開発と実証実験が日米欧

日本でも、IT 戦略本部でオープンデータ戦略が策定さ

が一層高まっている。

れ動き出した。ITS Japan では、行政機関の交通情報と民
間のプローブ情報を相互利用するための共通基盤構築やそ

3. 社会的変化
ITS 関連技術の実用化や先進技術の実証が進むのと同時

で購入し、装身具や生鮮品など現物で確認したいものは品

に、それを利用する市民生活や社会環境も大きく変化して

揃えが豊富な拠点へ出向く。日頃、音楽や映像はオンライ

いる。

ンでデータとしてダウンロード購入するが、気に入ったも
のは遠方でもライブの会場に出かける。旅行に出かけると

1）情報ネットワーク社会の進展
（1）ライフスタイルの変化

（2）新興国

れをクラウド的に地方自治体が活用する「地域 ITS 情報セ

新興国では、急速な経済成長、大都市への集中、所得増

ンター」の構築などを提言してきたが、いよいよ実現に向

による自動車保有の急増による深刻な渋滞が発生してい

けた活動を展開する時が到来した。

る。また、交通事故も増加している。都市の再開発に合わ
せてバランスのとれた公共交通網と道路網の整備が必要だ

2）総合的交通体系の再構築

が、交通需要の増加にインフラ整備が追いついていない。
このような状況のもと ITS の導入に対する関心は高まっ

きは、単なる情報収集ではなく、ネット上で疑似体験をし

発展途上国、先進国ともにそれぞれ異なる事情から交通

てきているが、新しい技術に対する理解が進まないことや

た上で現地での時間を最大限に有効活用する。すなわち移

インフラの構築あるいは再構築が重要な課題となってい

公共投資がインフラ本体に重点化されていることなどがあ

動の目的に対する期待価値が高まっている。ネット利用に

る。
（第 3 章、第 6 章に関連事項を記載）

り遅々として進んでいない。一方、携帯端末の普及が進ん
でいることや大きな投資が不要なことから、プローブを利

スマートフォンの普及によりインターネットへの常時接

より自宅に引きこもるのではなく、より付加価値の高い移

続が移動中にまで拡大したことで、音楽や書籍の電子化に

動に的を絞るようになってきたと考えられる。単に目的地

留まらずショッピング、支払い、諸手続き、などあらゆる

への移動手段を提供するのではなく、その移動の目的にか

ドイツでは、1933 年に 7,000km に及ぶ帝国アウトバーン

やり取りが時と所を選ばずにできるようになった。それに

なった価値を最大化できるようなサービス提供が求められ

（Reichsautobahnen）構想が発表され高速道路網の建設が

より移動には従来以上に明確な目的を意識するようになっ

ている。

（1）先進国

用した交通情報システムの実用化が民間を中心に進展して
いる

進められた。米国では 1956 年に成立した連邦補助高速道

た。カタログで判断のつく工業製品はオンラインショップ
10
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に自動隊列走行のバスが会場内の旅客輸送に使用された。

入った。さらに、自動運転の要素技術が実用化レベルに達

（2）個人の発信力

路法に基づき Interstate Highway の建設が進められ経済

従来、一般市民にとっての「情報化社会」の意味すると

発展を支える基盤として総延長 6 万 8,500km の高速道路網

しかし、一般車両との混在環境で自動運転を実用化するこ

ころは、行政機関や報道機関など情報を容易に入手できる

が建設された。日本でも、1957 年に成立した国土開発幹

し実証試験が各地で行われるようになり、実用化へのロー

とは困難と考えられてきたが、ここ数年、実用化を視野に

ような社会の実現であった。初期のインターネットの普及

線自動車道建設法などにより約 8,000km の高速道路が建設

ドマップが具体的に検討され始めた。
（特集 II に関連事項

入れた自動運転プロジェクトが活発化してきた。

は、まさにその役割を担った。しかし、今日的に重要な意

された。

日本では、低炭素交通社会を実現するためのエネルギー

味は、情報発信においても個人が行政機関や大企業と対等

しかし、建設から 50 年以上が経過し老朽化が進む一

ITS プロジェクト（2008-2012）において、大型トラックの

の影響力を持ったことにある。東日本大震災において個人

方、財政難から公共事業費が削減されて適切な保守すら

隊列自動走行の開発が行われた。欧州では、Aachen 工科

発の情報とそれを結びつけるネット上のコミュニティーの

困難になりつつある。ドイツのアウトバーンも欧州の経

大学のトラックの自動隊列走行 KONVOI（2009 年）、ト

力が多くの人々の支えになり行政機関の救援活動にも活用

済統合により他国籍の通過車両が増加し、2005 年には衛

ラックに乗用車が追従走行する SARTRE（2012 年）など

された。それ以来、個人発の情報の解析の研究が加速し、

星測位を用いた ETC による大型車の有料化に踏み切った。

レーダーや画像処理により前方障害物を検知し運転者に

の公道実験が行われた。米国では、PATH（Partners for

報道機関も活用するようになった。悪意の情報流通が社会

米国でも、全国陸上交通インフラ資金調達委員会（The

警報で知らせるとともに、必要であれば自動的にブレーキ

Advanced Transit and Highways）がワシントン DC で路

的混乱を招いたり個人情報が流出したりするリスクに対策

National Surface Transportation Infrastructure Financing

をかける衝突被害軽減ブレーキは、乗用車の装備としての

線バスの自動運転（2003 年）、ネバダ州でトラックの隊列

をとりながら、
「個」の力を活かすことが期待される。

Commission）が取りまとめた報告書 ‘Paying Our Way’ に

製品化が先行したが、大型トラックやバスへの装着義務づ

走行（2011 年）などを行った。また、軍事研究の一環で、

けが決まった。乗用車への装着も社会的認知の向上と価

Urban Challenge（2007 年）と銘打った市街地での乗用車

格の低廉化により普及が加速している。レーダーにより

の完全自動運転コンペティションが行われた。市販車両の

先行車との距離を計測し追従走行の速度制御を行う ACC

改造で技術的に実現可能であることが実証され、その成果

（Adaptive Cruise Control）は、追突事故防止や運転操作

を活用して、Google 社が各地で公道走行試験を行ってい

を記載）
（1）運転支援システムの普及
車両単独の支援装置は自動車の先進装備として製品化が
進んでいる。

おいて、走行距離に応じた課金システムを導入し財源に充
（3）公共データオープン化
先進各国では、公的機関のもつデータを公開し、他の行
政機関や民間の利用を促進する方向に動いている。

てることを提言している。
また、多様な交通手段を組合せた効率的で環境負荷の
小さい交通網を構築する動きも活発である。都市交通で

欧州は、欧州連合域内活動のシームレス化による巨大経

は、中心市街地に路面電車（LRT：Light Rail Transit）を

済圏としての国際競争力強化を目指してきた。社会活動を

復活させて歩行者中心に交通網を再整備し、郊外の住宅

このように制御技術が高度化する中で、車両の高度運転

支える交通においても、あらゆる交通手段を国境を越えて

開発を公共交通沿線に制限する（TOD：Transit Oriented

協調型システムは先に述べたように ITS スポットおよ

支援技術、車車間・路車間協調技術を融合して、安全性の

シームレスにつなぐ効率的なマルチモーダル交通の実現に

Development）ことにより公共交通利用を促進することな

び DSSS として既に実用化されている。さらに、車両単独

向上やエネルギー効率の向上を実現すべく政府プロジェク

力を注いできた。そのために、加盟各国の官民の交通機関

どが行われている。物流分野でも、広域経済圏となった欧

の運転支援機能を協調型システムと融合することにより、

トが計画されている。米国連邦運輸省は、前述のように自

が持つデータの標準化と相互利用を促進してきた。公開さ

州では、トラック輸送に鉄道やドナウ川などの河川を利用

より広範囲の交通対策に寄与することができる。例えば、

動運転を含む高度運転支援の開発・実用化 Road Vehicle

れた情報をスマートフォンのプラットフォーム上で活用し

した水上輸送を組合せるとともに、情報システムを活用し

車車間通信により前方障害情報や先行車の加減速情報を

Automation を次期 ITS Strategic Plan（2015-2019）に織り

た多様なサービスが提供されている。

た結節点の運用の効率化が推進されている。

ACC 搭載車の間で共有することで車群全体の最適制御を

込む見込みである。日本では、2012 年度からオートパイ

米国では、公的機関の保有する情報は可能な限り公開

このように、既存の道路網の交通流を円滑化し有効活用

行うこともできる。

ロット研究会を開催し、行政、有識者、自動車メーカで検

し、民間活用を促すことによって、市民に対してよりきめ

するとともに新技術を駆使して診断や予防的保守を行うこ

討を重ね、新たな高度運転支援のあり方を検討している。

の細かい多様なサービスが提供され、新たな情報提供ビジ

と、多様な交通手段の組み合わせ利用を促進すること、複

ネスが次々に生まれている。新産業育成の経済効果も現れ

数の交通施策の中から最も効果的なものを選択するための

ている。

合理的評価、などが強く求められており、ITS 活用の期待

の負荷の軽減など装備車両にとっての効用に加え、緩やか
な加減速により周辺交通流を整流化する効果もある。

る。

（2）自動運転技術への関心の高まり
1990 年代から自動運転の技術開発と実証実験が日米欧

日本でも、IT 戦略本部でオープンデータ戦略が策定さ

が一層高まっている。

れ動き出した。ITS Japan では、行政機関の交通情報と民
間のプローブ情報を相互利用するための共通基盤構築やそ

3. 社会的変化
ITS 関連技術の実用化や先進技術の実証が進むのと同時

で購入し、装身具や生鮮品など現物で確認したいものは品

に、それを利用する市民生活や社会環境も大きく変化して

揃えが豊富な拠点へ出向く。日頃、音楽や映像はオンライ

いる。

ンでデータとしてダウンロード購入するが、気に入ったも
のは遠方でもライブの会場に出かける。旅行に出かけると

1）情報ネットワーク社会の進展
（1）ライフスタイルの変化

（2）新興国

れをクラウド的に地方自治体が活用する「地域 ITS 情報セ

新興国では、急速な経済成長、大都市への集中、所得増

ンター」の構築などを提言してきたが、いよいよ実現に向

による自動車保有の急増による深刻な渋滞が発生してい

けた活動を展開する時が到来した。

る。また、交通事故も増加している。都市の再開発に合わ
せてバランスのとれた公共交通網と道路網の整備が必要だ

2）総合的交通体系の再構築

が、交通需要の増加にインフラ整備が追いついていない。
このような状況のもと ITS の導入に対する関心は高まっ

きは、単なる情報収集ではなく、ネット上で疑似体験をし

発展途上国、先進国ともにそれぞれ異なる事情から交通

てきているが、新しい技術に対する理解が進まないことや

た上で現地での時間を最大限に有効活用する。すなわち移

インフラの構築あるいは再構築が重要な課題となってい

公共投資がインフラ本体に重点化されていることなどがあ

動の目的に対する期待価値が高まっている。ネット利用に

る。
（第 3 章、第 6 章に関連事項を記載）

り遅々として進んでいない。一方、携帯端末の普及が進ん
でいることや大きな投資が不要なことから、プローブを利

スマートフォンの普及によりインターネットへの常時接

より自宅に引きこもるのではなく、より付加価値の高い移

続が移動中にまで拡大したことで、音楽や書籍の電子化に

動に的を絞るようになってきたと考えられる。単に目的地

留まらずショッピング、支払い、諸手続き、などあらゆる

への移動手段を提供するのではなく、その移動の目的にか

ドイツでは、1933 年に 7,000km に及ぶ帝国アウトバーン

やり取りが時と所を選ばずにできるようになった。それに

なった価値を最大化できるようなサービス提供が求められ

（Reichsautobahnen）構想が発表され高速道路網の建設が

より移動には従来以上に明確な目的を意識するようになっ

ている。

（1）先進国

用した交通情報システムの実用化が民間を中心に進展して
いる

進められた。米国では 1956 年に成立した連邦補助高速道

た。カタログで判断のつく工業製品はオンラインショップ
10
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3）自然・人的災害のリスクとレジリエンス

ローバル化の新たな局面が浮き彫りになった。
東日本大震災で被災し向上の生産が停止し、それが、世

日本では、東日本大震災や相次ぐ風水害に見舞われ自然

界中の産業に大きな影響を与えた。現在のサプライチェー

災害のリスクに対する認識が高まっている。米国でも、大

ンが国境を越えてグローバル化し複雑なネットワークを形

型ハリケーンの襲来や 9.11 同時多発テロで、自然災害に加

成し、世界中の企業が相互依存していることが明らかに

えてテロ等の人的大規模被害への備えに対して関心が高

なった。また、自由貿易協定、為替変動、社会情勢などの

まっている。ハードウェアの防災対策も重要だが防ぎきれ

変化に対応し、部品の調達・生産・販売のネットワークを

ない大規模災害を目のあたりにして、被害を受けても地域

俊敏に切り替えていくことが国際競争力の重要な一面であ

社会や事業活動を速やかに回復する「レジリエンス」を高

ることが浮き彫りになった。すなわち、物流を支える ITS

めることの重要性が強く認識されるようになった。

には、単に物を運ぶことを効率化するだけではなく、利益

ITS Japan では、東日本大震災以来、災害発生が発生す
ると、民間のプローブ情報を集約し、公的機関の通行止め

を最大化する運び方をダイナミックに選択する機能が求め
られていると考えられる。

情報と重ね合わせて救援・復旧活動に活用して頂くべく公

また、先進国の市場が飽和し、財政難から公共事業が抑

開している。さらに、地方自治体の災害時情報収集・提供

制される中で、成長著しい新興国市場への進出が加速して

システムの構築にも協力している。そして、日常時のサー

いる。ITS も同様にインフラと一体になったパッケージ輸

ビスと統合したハイブリッドな「地域 ITS 情報センター」

出を模索している。交通システムは、自動車や家電製品以

として発展させるために、共通基盤の構築を関係機関に働

上に独特の都市構造や人々の行動の多様性に適応すること

きかけている。

が求められるため、現地と一体になった新たな取組みを
展開する必要がある。一方、スマートフォンなど情報端末

4）経済のグローバル化の加速

の普及は日本同様に進展しているため、オープンプラット
フォームを活用してプローブ情報と公共機関の情報を組み

国内で生産した製品の輸出から現地生産、そして、研究

合わせたシステム等は日本より早いペースで実用化が進ん

開発から経営まで含めた現地化へと日本企業の国際化が進

でいるケースもある。これらに柔軟に対応しなければなら

んできた。さらに、東日本大震災からの復旧の過程で、グ

ない。

4. 今後の取り組み
これまでに述べたように、技術革新や急速な普及により
競争力の鍵を握る分野がインフラや車両といったハード

り、といった大きな目標を達成するための手段として総合
的に捉える必要がある。

ウェアから電子制御技術や情報処理へ、主役が行政機関や

すなわち、進化を続ける ITS 技術を駆使して新たな価値

大企業からベンチャーや個人に移りつつある。また、交

を生み出すことによって豊かな社会づくりに貢献し、従来

通を単独で考えるのではなく、国際競争力向上、地域の活

の事業領域を超えたビジネスを創出するチャンスと捉えな

性化、個人の多様性を活かすことができる豊かな社会づく

ければならない。
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