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特定非営利活動法人 ITS Japan 
専務理事 天野 肇

日本のITSの最新状況

ITS: Intelligent Transport Systems

「情報通信が支える次世代のITS」



1. カーナビゲーション
3. 安全運転支援

6. 公共交通運行管理

7. 商用車運行管理 8. 歩行者支援
9. 緊急車両管理

4. 交通管制

2. ＥＴＣ

全体構想（1996）における９つの開発分野

5. 道路管理
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ITS :  Intelligent Transport Systems
情報通信技術や電子制御技術を活用して交通の諸課題を
解決するとともに、生活の質的向上と経済発展を促進

１） 先進技術を適用した交通システムの開発と実用化

２） 交通分野の諸課題の解決のために目的指向でシステムを融合

・安全/安心 ： 交通事故ゼロ社会、世界一安全な道路交通社会
・環境/効率 ： 渋滞ゼロ社会、CO2排出削減目標の達成
・快適/利便 ： 世界一快適/便利な移動交通社会

３） 地球温暖化などグローバルな課題解決のために
社会システムの変革と一体になって次世代の交通システムを構築

・少子高齢化など将来社会を支える交通基盤構築と持続的な経済の発展
・関連分野の産業競争力向上とアジアなど成長著しい地域への展開

ITS の進展
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環境変化とITSによる未来創造

 技術革新

 個の力、コミュニティーの力

 現場の姿 （国土、都市、暮らし）

 グローバル化の意味の変遷

 大胆な仮説と検証

 技術革新

 個の力、コミュニティーの力

 現場の姿 （国土、都市、暮らし）

 グローバル化の意味の変遷

 大胆な仮説と価値創造



技術革新と社会への波及
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自動車の動力源の転換とエネルギー需給構造の変化

自動運転実用化への急速な展開

車のスマート・コミュニティへの接続
- 車が電力需給調整の役割を分担

世帯レベルでの分散発電によるエネルギー自給
- 個人の電力消費スタイルの変化

自律制御技術の成熟
- 環境認知、判断、制御の高度化と市販車両への搭載加速

自動運転を支える環境整備
- 走行環境のモデル化、クラウド型情報基盤、制度整備

移動通信ネットワークの高速化と日常生活への普及
参加型情報収集の仕組み（プローブ、twitter）

- 量の拡大、即応性、利用者視点のきめの細かい情報

新たなビジネスの創出（スマートフォンを利用したサービス）
- 情報インフラ・端末機器とサービスの分離



自動車の電動化と電力需給システムの進化

･ 通勤･買物など 日常運転は電動化の傾向

･ 家庭､オフィスと併せた 地域電力需要の管理

･ 太陽光など域内発電の活用（地産地消化）

燃料電池バス

太陽電池パネル 太陽電池パネル

蓄
電

蓄
電

水素供給
・電力需給バランスの調整

・水素の製造 天然ガス改質
石油改質
水の電気分解

エネルギーマネジメント センター

オフィス

家庭

出典: 産業競争力懇談会 5
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自動運転技術は研究から製品開発競争へ

ITS世界会議2014, Detroit安倍首相の国会周辺での自動運転車試乗

2013年11月9日

TOYOTA

TOYOTANISSAN

HONDA

HONDA

DENSO
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自動運転ビジョン -自動運転の展開シナリオ-

出典： 自動運転ビジョン、日本自動車工業会、2015年11月

2020 2030 2050
実用化‐導入期 普及拡大‐展開期 社会に定着 ‐成熟期

年代と展開

自動運転技術

法的整備

通信/データ提供インフラ

次世代交通環境整備



 技術革新

 個の力、コミュニティーの力

 現場の姿 （国土、都市、暮らし）

 グローバル化の意味の変遷

 大胆な仮説と価値創造
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環境変化とITSによる未来創造



移動体からの交通情報収集

路側感知器データ

プローブデータ

出典：パイオニア

東京都心部

東京都心部

交通管制センター

GPS

位置
時刻

交通情報

従来の交通情報システム

プローブシステム
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自然災害への対応



東日本大震災 通行実績＋通行止
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通行実績

通行止区間

通行止箇所

プローブ情報
本田技研工業
パイオニア
トヨタ自動車
日産自動車

通行止情報
国土地理院

情報提供元



前日に通行実績のあった道路を青、なかった道
路を灰色で表示

避難所の名簿写真を写真で掲示パーソンファイン
ダーに転載も

避難所の住所や収容人数、炊き出しの場所など
を現地からの情報をもとに掲載

ＴＢＳなどと連携し動画共有サイトに被災者のメッ
セージを集約

名 称

グーグル日本法人、２時間で災害サイト

出典：日本経済新聞 2011年4月3日 朝刊 企業面

安否情報を簡単に検索・登録でき、60万件を超え
る情報集める

自動車・通行実績
情報マップ

避難所名簿
共有サービス

避難所・
生活情報配信

ユーチューブ
消息情報チャンネル

パーソン
ファインダー

内 容

東日本大震災に対応した情報提供
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生存のための72時間

東京臨海広域防災公園より



東日本大震災：「釜石の奇跡」
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東日本大震災：釜石における継続的な訓練
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住民の助け合い

情報集約・発信

意識と備え

生き残るスキル

社会システム整備

広域連携体制整備

地域

個人

国

交通安全 エネルギー災害対策

生活道路対策

地域活動推進

交通ルールの

正しい理解と遵守

総合対策

（人・車両・交通環境）

スマートコミュニティー

エネルギー需給調整

エコドライブの実践

エコカーの利用

エネルギー需給政策

系統電力網整備

総合的取り組みの階層

各階層での取り組みの成果を総合的に最大化:
地域に根ざしたプラットフォームの構築と有効活用

JST 第１0回社会技術フォーラム「コミュニティがつなぐ安全・安心な都市・地域の創造」、2012.4.28 16



 技術革新

 個の力、コミュニティーの力

 現場の姿 （国土、都市、暮らし）

 グローバル化の意味の変遷

 大胆な仮説と価値創造
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環境変化とITSによる未来創造
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高齢化の推移と将来推計

出典: 平成26年度 高齢化白書



19

Active Ageing: The Concept and Rationale
If ageing is to be a positive experience, longer life must 
be accompanied by continuing opportunities for health, 
participation and security. The World Health 
Organization has adopted the term “active ageing” to 
express the process for achieving this vision.

Global Ageing: A Triumph and a Challenge
Old-age dependency ratios are changing quickly 
throughout the world. In Japan for example, there are 
currently 39 people over age 60 for every 100 in the 
age group 15 – 60. In 2025 this number will increase to 
66.

出典: 'Active Ageing, A Policy Framework', World Health Organization, 2002

WHO: Active Ageing



1) 生涯現役で継続的な価値創造への参加

年齢で線を引いた退職・社会福祉受給の構造の崩壊。

経済価値追求ではなく地域社会を維持するために継続的に寄与。

経験や体力の個人差に応じた労働と見合った報酬。

2) 時間軸で見た緩やかな身体的老化と世代特性

身体能力の低下の程度に応じたシームレスなサポート。

情報システムに精通した世代への推移を考慮した社会参加支援。

3) 自立/家族や地域とのつながり/社会福祉の調和

個人が支え合い、家族や地域が見守る社会を再構築。

農業革命・産業革命で手離した（外部化した）自助・共助の基盤を復興。

4) 技術革新と社会制度改革による持続的発展

既存の社会構造に拘泥しない、人とコミュニティの未来を構想。

科学技術は多次元の「つながり」をもたらし、物理的制約を排除する手段。

高齢化社会のイノベーションと技術革新
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過疎地の集落: 全国に約65,000
小さな拠点: 人口１万人規模 全国に約5,000ヶ所

新たな国土のグランドデザイン2050
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 技術革新

 個の力、コミュニティーの力

 現場の姿 （国土、都市、暮らし）

 グローバル化の意味の変遷

 大胆な仮説と価値創造
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環境変化とITSによる未来創造



経済成長： グローバル化の意味
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加工貿易の時代

現地化の時代

企画・開発・生産をグローバル分業する時代

・資源のない日本は原材料を輸入し製品を輸出する加工貿易

・優秀な科学技術と勤勉な国民性が高品質・低価格の製品で市場獲得

・欧米製品の模倣からmade in Japanがブランドに

・自動車・家電など日本製品が海外市場（特に米国）を獲得し貿易摩擦に

・現地生産工場の建設、雇用の創出、現地人経営者の採用など現地化推進

・研究開発、製品設計、人材育成などに波及、海外生産が国内生産を超える

・国内・海外という区分から世界を地域ブロック化、地域本社と世界本社

・材料・部品、は性能・品質・コストで優れた物を世界中から調達
サプライチェーンは、競合他社とも交錯しネットワーク化

・ハードウェアの技術・価格競争からサービス付加価値の創出競争へ



 技術革新

 個の力、コミュニティーの力

 現場の姿 （国土、都市、暮らし）

 グローバル化の意味の変遷

 大胆な仮説と価値創造
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環境変化とITSによる未来創造
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大胆な仮説による市場創出

携帯音楽プレーヤー （前提条件）

 カセットテープ、CD、MD、半導体メモリー

 電子データの販売とオンライン決済（高速通信の普及）

 自分らしさをすべて携帯（記憶容量の拡大、クラウド化）

スマートフォン・プラットフォーム（獲得した権益）

 個人参加型の情報発信手段提供（付加価値データ獲得）

 基本ツールとApp販路の提供（新規参入の促進）

 地図基盤提供（位置関連サービス促進による行動把握）

 パソコン環境との融合（生活環境制覇と企業への展開）

• 個人の"欲求"への市場構造のシフト（支出を惜しまない）

• 新規参入への機会提供と大企業の下請化（既得権益の破壊）
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環境変化とITSによる未来創造

 技術革新

 個の力、コミュニティーの力

 現場の姿 （国土、都市、暮らし）

 グローバル化の意味の変遷

 大胆な仮説と価値創造
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ITS Japanの今後の取り組みの着眼点

対象システムや技術から見た取組領域は継承。

社会的課題を生活者の視線で解決。

様々な組織の主体的活動を調和し、総合的に高次の成果。

企業間の競争と協調の境界を新しい考え方で整理し、
経営レベルでの戦略的に議論。

基礎自治体（市区町村）をフィールドとし、
地域の市民・企業が主体となった自助・互助・共助を活性化。

新たな分野の企業やアカデミアの参画を促進し、
人や社会に関する「知」も包含。

［取組領域］

［課題認識］

［社会実装の現場］

［横断的連携］

［参加の拡大］
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ITS Japanの現中期計画（2011-2015）

A. エネルギー供給の革新に対応した交通システム

B. 次世代協調型運転支援システム

C. 情報共有型社会の交通システム

D. 地域と連携したＩＴＳ展開促進

X. 国際連携と海外展開支援

少子高齢化

エネルギー・環境問題

経済成長の鈍化

安全・安心

Y. 産官学連携促進と事業基盤の拡充

主な取組み領域

社会的課題の認識



３. 競争と協調の境界を新しい考え方で再構築

１.価値創造やサービスの視点から 技術論へブレークダウン

４. グローバルな協調を想定した国際連携

２. 現場主義に基づき事例に立脚した具体論

次期中期計画（2016-2020）のアプローチ

• 技術的手段から論ずるのでなく、価値の創造や利用者にもたらすサービスから議論。

• 情報端末や自動車がコモディティ化し、それらを使いこなすための情報活用サービス
が付加価値の支配的要素に。

• 技術指向でシステムを導入しても自治体や住民が求めている優先課題と乖離。

• 市民・自治体と一体となった将来像の共有と活動推進が必要。

• 従来の事業分野に包含されていなかった多様な技術の統合的な組込みが必要。
専門人材の確保や必要な投資を個々の企業が単独で行うことが困難な分野が拡大。

• 交通情報や高度デジタル地図などの基盤構築や端末機器の普及とデファクト化などは、
個々の企業が単独で取り組むのは困難。

• 市場はグローバル化しており、海外企業を含めた国際競争力のある連携を構築。

• 技術や情報の基盤構築も、グローバルに共有し、標準化や基準調和につなぐ。
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高次都市連合 大都市小さな拠点

ITSによる
未来創造の提言

整合性を確認

小さな拠点 小さな拠点 小さな拠点

10万人規模
中核都市

10万人規模
中核都市

国土のグランド
デザイン２０５０

課題や対象の整理
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Cyber Agent

社会実装の現場

提供される価値

提供されるサービス

構築すべき基盤

実現のための技術

階層構造に基づく具体的テーマ抽出
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社会的課題解決のために提供される価値

実現のための
技術

提供される
サービス

社
会
的
課
題

社会実装の現場

高齢者、移動制約者の
安全な移動

多様な就労・居住

自主活動を支える情報共有

災害時の通信手段の確保

環境負荷・エネルギー消費を最
小化する統合的最適化

地下・高架への移動を伴わない
公共交通

帰宅困難者の支援

子育て世代の移動利便性生活必要物資の入手確保

地域特産のグローバル展開を支
える物流

地理的な制約を超えた２拠点居住

産業集積を支える高効率な輸送

高度公共サービス・遠隔就学・就労
を支える移動

民間情報と公的情報の統合による
情報共有基盤

災害時の広域自治体連携

公的サービスへのアクセス

中核都市アクセスのバリア解消

公共交通による移動手段の提供

動的情報利用、公共交通利用
の増加による渋滞の解消

多様性で安全な公共交通の提供と
歩行空間の確保

地域の国際的な魅力の向上

エネルギー転換によるCO2削減

高齢者の社会活動参画支援

企業活動を支える高効率輸送

救援・復旧のための物資の輸送

参加型情報収集を活用した輸送管
理によるCO2削減

新たな産業集積を支える高効率
な物資輸送

利便性と鉄道並みの効率を両立
した自動車による輸送

エネルギー（燃料）の入手性確保

電動車両による家庭内需給調整

輸送時間の短縮とコスト低減による
拠点配置の自由度拡大

オン・ディマンド運行、シェアリング
など財政的に持続可能な交通

情報提供による多様な交通手段の
組み合わせ利用の利便性

公共交通中心のマルチモーダルに
よる高いエネルギー効率

小さな拠点 高次都市連合 大都市

共同輸配送や委託によるCO2削減再生可能エネルギーによる自給

生活の基本確保

自活力の向上 国際的競争力地方経済活性化

自助、互助による安全

エネルギーの入手 エネルギー全体最適高いエネルギー効率

広域連携

構築すべき
基盤

提供される
価値

社会とのつながりを
支える移動

・社会活動参加の促進
・暮しを支える移動の提供

・効率的な移動
・総合的なエネルギー需給

・国際展開のための物流
・地域を支える物流

・交通事故ゼロ
・レジリエンスを支える輸送

少子高齢化

エネルギー・環境問題

経済成長の鈍化

安全・安心

32

高度運転支援や次世代バスによる
高齢者の安全な自律移動支援

高度運転支援や次世代バスなどに
よる高齢者の自律的移動支援
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環境変化とITSによる未来創造

 技術革新

 個の力、コミュニティーの力

 現場の姿 （国土、都市、暮らし）

 グローバル化の意味の変遷

 大胆な仮説と価値創造
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