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● 海外調査等の報告 ・第 14 回アジア太平洋地域 ITS フォーラム（中国・南京）調査報告

 ・ISO/TC204 総会（中国・杭州）出席報告

 ・第 25 回 ITS アメリカ（ピッツバーグ）調査報告

● ITS-TEA 業務データの概要（2015 年 5 月末現在）

田﨑理事長就任ご挨拶田﨑理事長就任ご挨拶

このたび理事長に就任いたしました。よろしくお願いいたします。

我が国のITSは、技術進歩の成果を広く道路利用者に利用していただ

く、という視点からは世界のトップ水準を達成してきています。ETC

を利用して料金所を通過する車両は全利用車の9割を超え、カーナビの

装着も新車の7割を超えるといわれています。道路整備はこれまで主と

して不足する道路ネットワークというストックを充実させることに主眼

を置いてきました。この施策のステークホルダーは道路を利用される方

や沿線の方々、自治体等、またサービスの供給サイドとしては建設関係

の産業が大きな役割を担ってきました。一方ITSでは自動車メーカ、機

器メーカ、情報関連産業、自動車用品販売店、クレジットカード会社な

ど多くの関係者が協働して成果を上げてきた、という意味で従来の道路事業とは異なるビジネスモデル

理事長　田﨑忠行



ではないかと思います。

ITSもたゆまぬ技術革新が必要です。技術革新を起こすのには、ニーズサイドとサプライサイドがあ

るといわれます。利用者のニーズに応えるような新技術が生まれるのがニーズサイドで、逆に利用者は

気づかなかったような機能が製造者の技術開発によって呼び覚まされるというのがサプライサイドの技

術革新です。明確な区別は難しいですが、料金所渋滞を解消したいというニーズが先導したETCは前

者の例、カーナビや携帯電話は後者の例と分類できるように思います。今後ITがそれぞれのサイドか

らどのように発展するのかはなかなか予見できませんが、ITS-TEAはサプライサイドを担う民間企業

出身の社員、道路を利用されるお客様に接する高速道路会社や、ETCセットアップのお客様に日々対応

している量販店や営業に携わってきた社員など、多彩な人材で構成されております。これらの社員が相

互に連携して、あるいはそれぞれが出身企業のノウハウを生かして、技術開発やよりよいサービスの提

供につなげていくことができれば、まさしく当財団の名称どおりの「サービス高度化」が実現されると

思います。当財団をサポートしてくださる多くの関係する皆様の声をしっかり受け止めながら、業務を

進めていきたいと思います。どうぞよろしくご支援のほど、お願い申し上げます。

渡辺前理事長退任ご挨拶渡辺前理事長退任ご挨拶

この度、6月11日の定時評議員会をもちまして、一般財団法人ITSサー

ビス高度化機構（ITS-TEA）の理事長を退任することになりました。お

世話になりました皆様に、ご挨拶を兼ねまして一言感謝の言葉を申し上

げたいと存じます。

当機構は平成11年9月2日に設立されましたが、私は、理事長職を二

度に渡り、都合7年余り務めさせていただきました。この間、当機構の

設置目的の一つであるETCの普及は、現在、総セットアップ累計件数が

400万件から6700万件、ETC利用率は20％から90％へと飛躍的に増え、

ETCは確実に国民生活を支える重要な社会インフラとして定着いたし

ました。

私は、今後、道路とクルマがさらなる進化を遂げるためには、ITSの役割がますます重要となっており、

当然の事ながら当機構に期待される役割も大きく、広くなるものと考えております。そこで本年、今後

の交通社会を支えるITSサービスの高度化のために、当機構が担うべき領域や役割、機能をとりまとめ

た中期ビジョンを策定いたしました。

このビジョンの実現を含め、ETC 2.0などのITSサービスのセキュリティプラットフォームを担う組織

として、関係する省庁や、団体、民間企業との連携の下、新しい未来の交通社会の実現に向けてさらな

る発展を遂げられることを祈念しております。

最後になりますが、国土交通省、有料道路事業者をはじめ、関係団体、民間企業他多くの皆様方のご

理解とご指導を得まして、ETCの発展、DSRCの統合、ETC 2.0サービスの普及促進など多くの事業を、

旧ORSE（現ITS-TEA）の組織を挙げて実現できましたことに、厚く御礼申し上げるとともに、引き続き、

当機構へのご支援、ご鞭撻をお願い申しあげ、退任のご挨拶とさせていただきます。

前理事長　渡辺捷昭
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音瀨常務理事就任ご挨拶音瀨常務理事就任ご挨拶

この度、総務担当常務理事に就任いたしました音瀨 均でございます。

どうぞよろしくお願い申し上げます。   

1981年に当時の建設省に採用され、道路局で法令等を担当する路政

課に配属されました。道路法等関係法令の企画立案と運用に携わり、有

料道路を含む様々な行政制度を学び始めた三十数年前の日々を懐かしく

思い出します。その後本省各局、地方整備局等への配属、経済企画庁、

厚生労働省、内閣府、米国研究機関等への出向等を経て、昨年国土交通

大学校長を最後に国土交通省を退職いたしました。

貴重な経験は、首都高速道路（株）執行役員経営企画部長として、距

離別料金へ移行した2012年の年頭、ETCシステムが無事円滑に機能す

るか、仲間の職員と共に緊張しながら見守りつつ、その役割の有難さを再認識したことです。

社会インフラとして不可欠な役割を担うETC、さらには今後のITSサービスの高度化の一翼を担う当

財団で仕事をさせて頂くことに身の引き締まる思いです。微力ではございますが、皆様方のご指導ご鞭

撻をよろしくお願い申し上げます。

平成 27 年度第 1回理事会、定時評議員会及び第 2回理事会の開催平成 27 年度第 1回理事会、定時評議員会及び第 2回理事会の開催

１．平成27年度第1回理事会

5月27日（水）午後1時から第1回理事会が当機構会議室で開催されました。

渡辺理事長が議長を務め、平成26年度事業報告書案の承認、平成26年度決算書案の承認、公益目

的支出計画実施報告書案の承認、平成27年度事業計画書（変更）案の承認、平成27年度収支予算書（変

更）案の承認、中期ビジョン案の承認、平成27年度定時評議員会の招集について審議が行われ、それ

ぞれ原案どおり決議されました。

２．平成27年度定時評議員会

6月11日（木）午後2時から平成27年度定時評議員会が都内で開催されました。

評議員会では泊評議員が議長を務め、平成26年度決算書案の承認、評議員2名の選任、理事3名及

び監事1名選任について審議が行われ、それぞれ原案どおり決議され、中村評議員、沼野評議員、泉

理事、田﨑理事、音瀨理事が選任され、高橋監事が再任されました。

併せて、平成26年度事業報告書等について報告がありました。

なお、定時評議員会の終結をもって渡辺理事長が辞任されました。

３．平成27年度第2回理事会

6月12日（金）午前11時から第2回理事会が当機構会議室で開催されました。

岩佐専務理事が議長を務め、代表理事及び業務執行理事の選定について審議を行い、代表理事たる

理事長に田﨑理事が、業務執行理事たる常務理事に音瀨理事が選定されました。

常務理事　音瀨　均
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その後、田﨑理事長が議長を務め、常務理事の業務の分担の変更について審議が行われ、原案どお

り決議されました。

また、6月11日（木）に開催された定時評議員会の審議結果について報告されました。

役　員　名　簿
(平成27年6月12日現在)

役　　　職 氏　　　名 常勤・非常勤
○ 理 事 長（代 表 理 事） 田　﨑　忠　行 常　　　勤

専務理事（代 表 理 事） 岩　佐　次　夫 常　　　勤
○ 常務理事（業務執行理事） 音　瀨　　　均 常　　　勤

常務理事（業務執行理事） 秋　山　由　和 常　　　勤
常務理事（業務執行理事） 若　宮　正　洋 常　　　勤

理　　　事 榮　元　安　信 非　常　勤
〃 若　林　宏　之 非　常　勤
〃 織　田　心　也 非　常　勤
〃 東　出　康　宏 非　常　勤

○ 〃 泉　　　俊　二 非　常　勤
〃 永　塚　誠　一 非　常　勤
〃 設　楽　　　哲 非　常　勤

監 　 　事 中　澤　見　山 常　　　勤
〃 高　橋　奈香子 非　常　勤

○は新任理事

評 議 員 名 簿
(平成27年6月11日現在)

役　職 氏　名
評　議　員 縣　　　　　清
〃 荒　本　和　彦
〃 宇佐見　正　士
〃 内　田　幸　伯
〃 片　桐　勇一郎
〃 島　貫　和　久
〃 戸　田　裕　之
〃 泊　　　三　夫
〃 長　澤　小太郎

○ 〃 中　村　　　亮
○ 〃 沼　野　芳　樹

〃 福　間　哲　也
〃 本　多　　　均
〃 峯　川　　　尚
〃 山　下　秀　二

○は新任評議員
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ETC運用連絡会議総会の開催ETC運用連絡会議総会の開催

ETC運用連絡会議※の総会が5月12日（火）に開催され、国土交通省、高速道路会社を含め100人以

上が参加しました。

総会は、国土交通省が座長を務め、高速道路会社から最近のETC利用状況、そして各分科会から平

成26年度活動報告と平成27年度活動計画が報告されました。

【各分科会の平成26年度の主な活動】

技術検討分科会 ・「ETC車載器標準仕様書」を改訂し、車載器の識別に関する事項を仕様化。
・ICカード機能確認試験に使用する車載器のリストの更新及び試験スキームを作成。

相互接続性分科会 ・「ARIB STD-T75/TR-T16対応ETC車載器相互接続性試験要領書」の改定。
・道路会社からETC路側機情報を収集し、車載器メーカへの提供を実施。

普及分科会 ・料金所 ETCレーン付近での安全走行のポイントをまとめた映像をDVD、SDカー
ドに収録し、道路事業者などの関係先へ配布。
・二輪車ETC車載器購入助成キャンペーンに向け、二輪車ETCの効用をPRするパ
ンフレットを製作・配布。

車載器・カード
移行検討分科会

・車載器・カード移行の運用に関する課題に対して、スケジュール及び実施事項を検討。

【各分科会の平成27年度の主な活動計画】

技術検討分科会 ・ETC車載器におけるエラー低減及び未然防止策の検討。
・車載器/ICカードに関する各種技術課題の検討。

相互接続性分科会 ・相互接続性試験装置における課題を収集整理し、その対策案を検討。
・道路会社からETC路側機情報を収集し車載器メーカへ提供。

普及分科会 ・国や道路事業者の発信するETC 2.0に関する各種施策の周知について協力して広
報展開。
・「ETCお役立ち！ハンドブック」「ETC割引ガイドブック」等、一般利用者向けの広
報展開。

車載器・カード
移行検討分科会

・車載器・カード移行の運用に関する課題に対して対策を検討。

※ETC運用連絡会議

ETCの運用に対する安全性の確保、利便性の向上及び普及促進を目的として、国土交通省、有料道

路事業者、車載器メーカ、自動車メーカ、クレジットカード会社、カードベンダ、車載器SAMメーカ及

び関連法人から構成される
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DSRC運用連絡会議第 1回総会の開催DSRC運用連絡会議第 1回総会の開催

DSRC運用連絡会議※の第1回総会が5月15日（金）に開催され、国土交通省、自動車メーカを含め

40人以上が参加しました。

総会は、国土交通省道路局道路交通管理課ITS推進室長からETC 2.0の展開についてのご講演の後、

代表幹事が議長を務め、議案である「DSRC運用連絡会議の規約改正」と「各分科会の平成26年度活動報

告と平成27年度活動計画」の説明がなされ、満場一致で可決されました。

また、平成27年度は総会までに新たに7社を新規会員として迎えることができました。

【各分科会の平成26年度の活動内容】

技術分科会

①“ETC 2.0”及び「次世代発話型車載器」について課題を抽出し、対応策を検討
・ナビ連携のサービスや仕様に関わる課題
・国土交通省が実施する実験やITS-TEAの相接試験に関わる課題

②DSRCを中心とした国内外のITSに関する調査・研究の紹介
③DSRCアプリケーションフィールド及び実験等に関する視察会の開催

普及分科会

①ETC 2.0普及促進策等の周知活動（各社カタログへのETC 2.0記載）
②ETC 2.0普及促進の為の広報活動の展開（共同プロモーション等の議論）
③ETC 2.0普及促進状況等に関する会員企業への情報提供（情報共有）
＋国土交通省への既存サービス改善要望まとめ＆新サービスの提案

【各分科会の平成27年度の活動計画】

技術分科会

①ETC 2.0対応にあたって、主にナビ連携仕様の課題と対応策の検討（仕様化）
■前年度取りまとめた課題と対応策（及び新たな課題）等について、幅広い議論と具体
的仕様化

②DSRC相接試験の充実化
■ETC 2.0やGPS付き発話型車載器の対応にあたって前年度出された相接試験内容の
充実化（主にアップリンク試験の充実化）要望に即して、充実したい相接試験内容・
仕様の具体的検討

③各種DSRCアプリケーションの調査・検討と情報の共有
■DSRCアプリケーションフィールド及び実験等の視察会
■DSRCを中心とした国内外のITSに関する調査・研究の情報展開

普及分科会

①ETC 2.0普及促進策等の周知活動
■対応セットアップ開始時や新サービス発表時に、会員企業からETC 2.0ロゴを使った
広報の実施。

②ETC 2.0普及促進の為の広報活動の展開
■対応セットアップ開始か新サービス発表のタイミングで、会員企業共同でプロモーショ
ンを展開

■製品外箱へのETC 2.0対応シールの貼り付け等の検討。時期調整
■国土交通省の各種打出し策の会員への周知徹底と会員各社が連動した動きを展開
③ETC 2.0普及促進状況等に関する会員企業への情報提供（情報共有）

※DSRC運用連絡会議

DSRC関連事業者とITS-TEAが協力してDSRCサービスの改善や利便性の向上、共通課題の解決等

のために、技術的検討及び普及促進活動の推進などを実施することにより、DSRCサービスの高度化や

普及に寄与することを目的として平成26年11月に設立されました。
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第 15回セットアップ事業者連絡会総会の開催第 15回セットアップ事業者連絡会総会の開催

第15回セットアップ事業者連絡会総会が5月20日、東京都千代田区のホテルグランドアーク半蔵門に

て開催されました。総会には、38セットアップ事業者（62名）が参加された他、来賓と して、国土交通省様、

東日本高速道路株式会社様、中日本高速道路株式会社様、西日本高速道路株式会社様、首都高速道路株

式会社様、本州四国連絡高速道路株式会社様にご出席をいただきました。

総会のはじめに重山代表幹事（（株）オートバックスセブン）より、「私どもセットアップ事業者は、

ETCという日本の高速道路を支える重要なインフラの一端に参画していることに大きな責任とやりが

いを感じています。昨年度は消費増税など非常に厳しい市場環境でしたが、そのような中でETC 2.0

車載器の新規セットアップは件数を大きく伸ばしております。私どもセットアップ事業者連絡会としても、

従来のETC普及促進に向けた活動に加えて、この次世代ETCとも言うべきETC 2.0の普及促進にも力

を注ぎ、日本のITSの更なる発展に貢献していきたいと考えております。どうか引き続き皆様のご支援、

ご協力を賜りますようお願い申し上げます」との挨拶がありました。

来賓を代表して、国土交通省道路局高速道路課有料道路調整室長の垣下様よりご挨拶をいただき、続

いて、業務改善分科会及びCS分科会より、平成26年度の活動実績と平成27年度の活動課題につき、報

告が行われました。

【平成26年度の主な活動実績】

業務改善分科会 ①セットアップ管理情報サイトの活用促進と機能強化（Ｅメールアドレスの登録推進、
e-Test・学習動画の有効活用）

②セットアップシステムの機能改善（誤操作防止と利便性向上、評価アンケートを実施）
③福岡地区タウンミーティングの開催（平成26年10月24日）

CS分科会 ①「ETCスタッフ必携活用ハンドBOOK」を最新情報を織り込み改訂（ETC 2.0の紹介、
e-Test・学習動画の追加等）

②ETC 2.0発表を受けた、店舗スタッフ向け、一般ユーザ向けの広報ツールを制作し配
布（別冊ETCスタッフ必携活用ハンドBOOK、一般ユーザ向け解説リーフレット）

③道路事業者のETC適正利用のキャンペーンへの協力
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【平成27年度の活動課題】

業務改善分科会 ①セットアップ管理情報サイトの活用促進による業務効率化
②セットアップシステムの機能改善による業務効率化
③タウンミーティング開催によるセットアップ事業者・登録店と道路事業者とのコミュニケー
ション促進

CS分科会 ①ETC 2.0の適切な情報提供による、お客様・販売現場でのETC 2.0の認知度の向上
②店舗の適切なセットアップ業務のサポートとETC利用上の注意事項の啓蒙等によるお
客様の満足度向上

③道路事業者との連携によるETCの正しい利用の促進

続いて、各高速道路事業者様からは、各社のETC利用状況とETC関連施策などが紹介されました。

ITS-TEAからは、最近のセットアップ件数の動向等を報告した後、本年７月よりETC 2.0のセットアッ

プが開始されること、またそれに伴いETC 2.0セットアップ料金の低減を目的にETC 2.0普及促進キャ

ンペーンを追加実施することを報告し、事業者の皆様においてもETC 2.0の普及促進に向けた広報への

協力をお願いいたしました。

質疑応答では、分科会活動に関して、出席者より、ETC 2.0セットアップの学習動画の制作予定や

管理情報サイト閲覧促進の取組み事例に関する質問がありました。全体を通した質疑応答では、昨年

度実施された二輪車ETC車載器購入助成キャンペーンについて、二輪車のETC普及に非常に効果的で

継続実施の要望があった他、ETC 2.0の関連では、広報活動のスケジュールやETC 2.0サービスが受け

られる地域、新しく追加されるサービスに関する情報、ETC 2.0車載器購入助成の予定等、事業者が

ETC 2.0普及促進に取り組むにあたっての具体的な質問があり、出席事業者の関心の高さが窺われました。

最後に、①平成27年度のセットアップ事業者連絡会幹事の選任（（株）オートバックスセブン、（株）コ

シダテック、（株）シーケー販売、（株）デンソー、トヨタ自動車（株）、日本自動車整備商工組合連合会、

パナソニックカーエレクトロニクス（株）、本田技研工業（株）、三菱重工業（株）、矢崎エナジーシステム

（株）の10事業者が再任）と②セットアップ事業者連絡会規約の改定（活動の目的に「ETC 2.0の普及促進」

を追加する等）が承認されました。

総会後に開催された懇親会では、出席者同士による情報交換や意見交換が今回も活発に行われました。

2015年7月　< 8 > ITS-TEA



海外調査等の報告海外調査等の報告

第14回 アジア太平洋地域ITSフォーラム（中国・南京）調査報告
本年4 月27 日（月）～29 日（水）の3日間、中国の南京市で開催された「第14回アジア太平洋地域ITS 

フォーラム」に参加しました。以下に概要を報告します。

１．開 催 概 要

会　　　　期：2015年4月27日（月）～4月29日（水）

会　　　　場：南京国際博覧中心（展示）／金陵会議中心（セッション）

会議テーマ：Transferable・Connectable・Sustainable

参 加 国 数：24カ国

参 加 者 数：10000人以上

出　展　数：80企業・団体

セッション数：39セッション

南京は、長江流域にあって、金陵や建康などの呼称で古代から政治の中心地として知られ、現在は江

蘇省の省都となっています。長江河口部のデルタ地帯（江蘇省南部、浙江省北部、上海市）は、経済的

に豊かな地域として、中国の三大経済圏の一つを形成しています。

中国のETCは江蘇省から始まり各地に広がりました。当初は仕様が地域毎に異なりましたが、標準

化及びネットワーク化が進み、今年中には中国全土の高速道路がETCでつながる予定となっています。

２．会議概要

各セッションや展示会場では活発な議論や交流がなされました。

オープニングセレモニーでは、パフォーマンスが披露され、背面のモニタには一帯一路を示す映像

が映し出されました。

また、中国交通運輸部公路科学研究院WANG Xiaojingチーフエンジニア、ITS Japan 天野専務理事、

中国交通運輸部ZHOU Weiチーフエンジニア、江蘇省交通運輸庁YOU Qingzhong庁長、南京市人民

公式プログラム南京国際博覧中心　入り口にて
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政府 WU Weiguo副市長により、開幕が宣言されました。

オープニングセレモニー

（1） セッション

セッションでは、「ビッグデータ」と「自動

運転」に関するプレゼンが数多くみられ、

その中で昨今普及が進んでいるスマートフォ

ンを活用しての情報提供について多くの発

表がありました。

（2） 展示会場

各国の電気メーカやITソリューションメー

カの展示があり、中国企業からの展示が多

く見られました。ITS Japanの展示ブースは、総務省、国土交通省、ITS Japan の共同展示となっ

ており、それぞれの最新のITS活動状況の展示がされていました。

中国GENVICT社　ETC車載器の展示 中国YOUNG MAN社　EVバスの展示

（3） ショーケース

セッション、展示のほか、会場外にてデモンストレーションを体験するショーケースも実施されました。

ショーケースに参加し、出展各社のV2X通信（路車間通信、車車間通信、歩車間通信）を活用した安

全運転支援サービスを体験しました。

金陵会議中心（セッション会場）
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I-VICSのV2X通信デモ車両 HONDAとQUALCOMM社の歩車間通信デモ

※I-VICS : Intelligent Vehicle-Infrastructure Cooperation Systems

今回のフォーラムの各セッションを通じ、安全性の更なる追求、渋滞の緩和、燃料節減、排気ガスの

低減等社会的な負担を少なくした更なる交通ネットワークを発展させていくために、いかにITS技術を

高度化し対応させていくかが今後の課題であると認識するとともに、交通問題を改善するための実用化

に向けた取り組みについての知見を広げることが出来ました。

ISO/TC204総会（中国・杭州）出席報告
国際標準化機構（ISO）は工業分野の国際規格を策定するための組織で、ITSはその中の技術委員会

TC204で議論されています。平成27年4月にISO/TC204総会が中国の杭州で開催されましたので、そ

の中でのトピックスを2つご紹介します。

１．開催概要

会　　期：4月19日～24日

会　　場：ハイアット・リージェンシー・ホテル（杭州）

参加人数：約150名（15ヶ国）

会場のハイアット・リージェンシー TC204総会の様子
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２．都市問題を解決する協調ITS

欧州独特の事情に強い影響を受けることになるのですが、国際標準化の議論は、標準規格やガイド

ライン類の策定を求める委任（Mandate）が欧州委員会から発出されることを大きな原動力として進

むことがあります。協調ITSもこのMandateが出たことで、ISOも巻き込んで大いに進んだ面がある

のですが、次のMandate候補としてUrban ITS、すなわち都市問題を解決する協調ITSが取り上げ

られています。

これは、欧州委員会の専門家グループがその報告書で「Urban ITSの欧州標準化に関するEC 

Mandateは、Urban ITSの構築に必要な地方政府や関係機関の参画を促すことになり、欧州が直面

している都市問題の解決に大きく寄与するものと考える」と報告したことが契機となりました。人と

モノの動きの円滑化、信頼性の高い旅行者・交通情報へのアクセス、運輸部門の環境・社会経済的負

荷の軽減など、都市部におけるモビリティの向上を目的として、次のようなサービスの標準化領域が

想定されています。

（1） 新モビリティサービス

カーシェアリング、カープーリング、バイクシェアリング、パーク＆ライド バイク＆ライド、代

替燃料インフラ等

（2） 都市物流

インテリジェント駐車場（小型車、商用車、バス、トラック等）、荷捌き施設の情報と予約、公共

交通専用レーンの物流車との共用、電動貨物車の走行中充電、荷捌き中の充電

（3） 交通管理（アクセス規制、ユーザ課金情報を含む）

このMandateは2015年中に欧州委員会で採択される予定ですが、CEN（欧州標準化委員会）では

事前の検討が進められており、いずれISO/TC204の活動とも関わってくると思われます。

３．自動運転システム

自動運転システムについては、米国、欧州そして日本、韓国などで具体のプロジェクトが動いてい

ますが、その中で国際標準化の視点でどのような取組みが必要か議論を起こすため、TC204として

初めてのワークショップが昨年10月の総会（バンクーバー）で開催されました。その際は、車を取り巻

く通信、地図データベース、セキュリティ、ヒューマンマシンインターフェース、道路インフラに関す

る要件など、議論しなければならない大きな枠組みについて示され、基礎的な技術資料をまとめるこ

とが決められました。

杭州でも第2回のワークショップが開催され、さらに踏み込んで以下のような議論がなされました。

•自動化といってもいろいろあり、何を目的にしているのかや、ドライバーとシステムの役割、通

信への依存度、運転環境の複雑度などが具体的でないと、自動運転の十分な理解は難しい

•短期的に見込まれる利用形態としては、路車協調型のアダプティブ・クルーズ・コントロール、

隊列走行、高速道路上の運転支援、自動バレットパーキング、都市内低速シャトルなどが想定さ

れる

•自動運転を支えるインフラとしては、物理的インフラとデジタル的インフラが考えられ、物理的

インフラとしては、道路本体と道路標示、交通管制システムのほかに、自動化のシナリオやレベ

ルによっては専用レーンや専用エリア、補助システム（標識、道路標示、信号機、バリア、磁気マー
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カなど）、異なる施工要件（耐久性や強度）が必要となる

•一方のデジタル的インフラとしては、工事区間や車線閉鎖、可変な速度規制、その他の交通管理

手法など、リアルタイムで正確な動的情報を統合するために、情報の処理方法やフォーマットな

どに関して関係者の合意が必要となる

•デジタル地図は、自動運転をサポートするセンサ情報などを融合するための中核の要素となる。また、

自動運転システムでは、道路の異常や走路の境界などの情報が3次元で必要となり、レーン内の

位置も高精度でかつ最新状態で捉えられなければならない

TC204ではこれまでのワークショップの議論を踏まえ、今年10月の総会でTC204を構成する各ワー

キンググループの活動と自動運転システムの関わりを集約し、具体の標準化議論に進むものと想定さ

れます。

第25回ITSアメリカ（ピッツバーグ）調査報告
本年6月にアメリカ合衆国ピッツバーグで開催された第25回ITSアメリカ年次総会に参加いたしました。

会議の概要を以下のとおり報告いたします。

１．開催概要

会　　　期：2015年5月31日（日）～6月3日（水）

会　　　場：David L Lawrence Convention Center, Pittsburgh, Pennsylvania

会議テーマ：BRIDGES TO INNOVATION

参 加 者 数：約2,000人

出　展　数：126企業・団体

ピッツバーグは、ペンシルベニア州南西部に位置する都市で、アレゲニー川とモノンガヒラ川が合

流しオハイオ川が始まる要衝の地で、かつては鉄鋼生産の中心地として栄えました。

20世紀後半に入り鉄鋼業が衰退するなかで、ハイテク産業や金融等を中心とした産業構造に転換

し地域経済を再生し、スモッグの街から全米でも住みやすい街の上位へと変貌をとげています。2009

大会プログラム会場全景（一番高いビルはUSスチール本社）
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年には「再生」の象徴としてG20サミットが開催されています。

ダウンタウンには19世紀に建設された橋梁が残り、USスチールやケチャップで有名なハインツ等

が本社を置いています。

２．会議概要

２－１　オープニング（基調講演）

今回はITSアメリカ25周年を記念する大会で、5月31日から6月3日までの4日間、会議やセッショ

ンが盛大に開催されました。

6月1日のオープニングプレナリーでは、新しくITSアメリカの代表に就任したRegina Hopper氏

の挨拶に続き、地元カーネギーメロン大学出身のグーグルで自動運転を統括するChris Urmson氏によ

る基調講演が行われました。自動運転をめざすグーグルカーの開発状況についてビデオ映像を用いた

説明がありました。

ITS America, Regina Hopper Google, Chris Urmson Google Self-Driving Carの映像

２－２　セッション

グーグルカーを筆頭に最近のITS事情を反映して、自動運転技術や自律型運転支援、商用車の安全

運行支援等の内容のセッションが盛況でした。またU.S.DOTプレナリーでは、FHWA（連邦高速道

路局）、NHTSA（道路交通安全局）等6部局の代表が登壇し、ITS活用やConnected Vehicles推進に

よる交通事故削減や渋滞削減等を期待しており、課題解決のための実証実験やルール構築を進めてい

くことが表明されました。

左：Executive Session 04: The Future of Connected VehiclesでのGeneral Motorsの発表資料
右：U.S.DOT プレナリー（出典  ITS Americaのホームページ）
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２－３　テクニカル・ツアー

East Busway － East Liberty Connected Vehicle Testbedに2名が参加しました。Port Authority

社が運営するバス専用レーン・パーク＆ライド、実験中のSURTRAC（交通管制システム）の状況を現

地で確認してきました。

テクニカル・ツアーの様子

展示場

２－４　展示

アメリカのメーカを主体に126コマ、デジタル・サイネージや画像処理、センサ機器等の展示が多

く見られました。

最後のクロージングプレナリーでは、ITSアメリカが主催する2017年のITS世界会議「モントリオー

ル2017」が紹介され、4日間の大会が終了しました。
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URL:https://www.its-tea.or.jp/

一 般 財 団 法 人
ITSサービス高度化機構

　

項　　　　目
2015 年
5 月末現在

ETCセットアップ件数（累計）
66,922,276
(847,313)

ETCセットアップ事業者数
372
(30)

ETCセットアップ登録店
28,851
(2,062)

車ＳＡＭ用鍵発行件数（累計） 54,756,045 

ＥＴＣカード用鍵発行件数（累計） 143,559,641 

※下段（　）内数は二輪分（併用店は四輪、二輪両方
に計上）

※本数値にはモニタ等 35,996 件含む

項　　　　目
2015 年
5 月末現在

DSRCセットアップ件数（累計） 676,042

DSRC セットアップ事業者数 126

DSRCセットアップ登録店 15,165

ETCセットアップ完了件数と
ETCセットアップ登録店数推移グラフ
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