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１．はじめに

　第10回 ITS ヨーロッパ会議が、2014年６月16日か
ら19日まで、フィンランド共和国のヘルシンキ市で開
催されました。筆者は、本会議に参加・論文発表する
機会を得たので、概要を報告します。

２．ITS ヨーロッパ会議の概要

　ITS ヨーロッパ会議（以下、「会議」と略す）は、主
にヨーロッパ地域の ITS（Intelligent Transport 
System：高度道路交通システム）関係の技術・研究開
発を行う研究者、企業、行政の関係者が活動成果を発
表することを目的に開催されている国際会議です。
　今回の会議では、“ITS in your pocket – proven 
solutions driving user services（あなたのポケットに
ITS – 立証された解決策が利用者サービスを推進す
る）”というメインテーマが掲げられました。このテ
ーマは、利用者が、ITS 技術を用いた信頼性が高く、
金額に見合う価値のある解決策に簡単にアクセスし、
利用できることを強調する意図で選ばれたという説明
がありました。
　会議では、このメインテーマのもと、以下の６つの
トピックスが設定されました。

・個人用・ビジネス用の新たなモビリティアプリ
　～オープンデータの活用
・スマートな取引（切符購入、インフラの利用、旅行、

駐車、等）
・街、地域、国家および国際レベルでの多様なネット

ワーク運用
・物流と公共交通を含めた交通システムの生産性
・ゼロ・エミッションに向かって
・ネット接続自動車（connected vehicle）から自動化さ

れた自動車（automated vehicle）へ

　会議では、110を超えるセッションで250件以上の論
文発表がありました。また、展示会場では60以上の企

業・団体が展示を行い、30以上の ITS 技術のデモン
ストレーションが行われました。会議には、65か国か
ら計2,500人以上が参加しました。

３．会議でのキーワード等

　本節では、私見となりますが、会議での重要なキー
ワード、会場での情報サービスなどについて紹介しま
す。

３．１　ビッグデータ、オープンデータ

　会議で最も頻繁に耳にしたのは、「ビッグデータ」と
「オープンデータ」の２つの語でした。「オープンデー
タ」とは、「機械判読に適したデータ形式で、二次利
用（第三者がデータを一部改変して利用すること）が可
能な利用ルールで公開されたデータ」であり、「人手
を多くかけずにデータの二次利用を可能とするもの」
を指します１）。
　我が国でも、ビッグデータ、オープンデータの活用
により、行政の透明性・信頼性の向上、国民参加・官
民協働の推進、経済の活性化・行政の効率化が三位一
体で進むと期待されており、世界最先端 IT 国家創造
宣言（平成25年６月14日閣議決定）２）の中でも、「オー
プンデータ・ビッグデータの活用の推進」が謳われて
います。
　ビッグデータ、オープンデータを活用する前提とし
て、データ公表と利用のルール作りが欠かせません。
会議では、プライバシーの保護、データの質、データ
形式、法的責任、データの信頼性・透明性など様々な
観点から、ルールの在り方について意見が交わされま
した。
　また、論文発表では、オープンデータを利用して、
ユーザーに目的地までの最適経路を提案するアプリケ
ーション“AccessMyCity”の紹介がありました３）。
最適経路は、ユーザーの属性によって異なります。た
とえば、車いすを利用している方には、車いすでアク
セスできる経路が必要です。同時に、移動経路上にエ
レベータがある場合、そのエレベータが稼働している
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必要があります。AccessMyCity は、ユーザーの属性
に応じて、ルート検索時点での最適ルートを検索・提
案するアプリです。論文では、ニューヨークを対象と
して開発中のアプリケーション“AccessMyNYC”の
紹介がありました（図－１）。交通に関するデータの統
合、ユーザー属性をどのように考慮するか等いくつか
の技術的課題があるということです。
　会議では、ビッグデータ、オープンデータに関する
発表がいくつかありましたが、現時点では、概念的な
論文や、試作品の開発という段階でした。今後、ビッ
グデータ、オープンデータを活用した ITS 技術が急
速に開発され、実用化されていくと考えられます。

図－１　AccessMyNYC の主な画面

写真－１　ノルウェー交通管制センターからの

道路気象情報の発信　　

３．２　モビリティ・アズ・ア・サービス

　「ビッグデータ」、「オープンデータ」と並び、頻繁
に耳にしたのが、「モビリティ・アズ・ア・サービス

（Mobility as a Service）」です。今まで、そして現在、
旅行や通勤など移動を達成するため、自動車を所有・
運転したり、駐車場の利用契約や公共交通機関の定期
券を購入するなどの「行為」を行っています。
　モビリティ・アズ・ア・サービスの概念は、全ての
移動を「サービス」ととらえ、自動車を所有・運転す
ることもなく、定期券を持つ必要もなく、利用者が移
動を必要とした時点・場所で目的地までの移動サービ
スを購入するという考え方です。
　モビリティ・アズ・ア・サービスを実現するために
は、個人レベルの様々な移動需要に対応するため、前
述のビッグデータ、オープンデータが実用レベルで活
用されていること、インターネットが常時利用可能な
環境、情報デバイス・アプリケーションの開発、自動

車の自動運転技術の実用化など様々な技術を必要とす
るため、実用化は長期的な目標と考えられていますが、
今後の ITS 技術・研究開発を牽引する重要キーワー
ドになっていくと感じました。

３．３　冬期気象と交通

　会議では、積雪寒冷地における ITS 技術に関する
発表、セッションがいくつかありました。その中で、
特に多くの人が集まったのは、「極端な気象条件に対
応する ITS 技術（ITS dealing with extreme weather 
conditions）」でした。
　冬期の道路交通確保のため、道路気象情報提供シス
テム（Road Weather Information System）の開発・改
良、ドライバーへの情報提供、維持管理作業の効率化
など様々な面で ITS 技術が活用されています。セッ
ションでは、ITS 技術活用の現状と今後の課題につい
て講演がありました。
　国際道路気象委員会（SIRWEC）４）の理事で、ノルウ
ェー公共道路庁の Stine Mikalsen 女史からは、ノル
ウェーの公共道路での道路気象観測と情報提供につい
て紹介がありました。ノルウェーでは、約280基の気象
観測基地が設置されており、気温、露点温度、路面温
度、降水量、風向風速、路体温度、放射量などの観測
とカメラ画像の取得を行っています。気象観測基地の
データは、交通マネジメントセンターで可変速度標識
の制御などに利用するとともに、センターから警察な
どの関係機関や、マスコミにも無償でデータが提供さ
れます（写真－１）。

　次のステップとして、①危険箇所（路面温度低下地
点、吹きだまり／吹きさらし箇所、橋梁区間など）で
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３．５　筆者の発表

　筆者の発表について簡単に紹介します。筆者は、ス
ペシャル・インタレスト・セッション「最新の ITS
で冬期道路マネジメントの効率性を高める」で発表し
ました。スペシャル・インタレスト・セッションは、
特定のテーマを設定し、数名の話題提供者が登壇して
事例紹介等の発表を行い、その後、フロアを交えて議
論するセッションです。
　本セッションは、冬期道路管理への ITS 技術の適
用について事例紹介と議論を行うことを目的として、
フィンランド・オウル大学の Pekka Leviäkangas 教
授が企画しました。セッションでは、筆者の他にノル
ウェー公共道路庁の Torgeir Vaa 氏、フィンランド
からはオウル大学の Tuomo Kinnunen 氏、アークテ
ィック・マシンの Juha Jääskelä 女史、テコナー社の
Taisto Haavasoja 氏が話題提供者をしました。
　筆者は、道路管理者に気象予測情報、路面凍結予測
情報等を提供する冬期道路マネジメントシステム５）を
紹介しました（図－２）。システムでは、GIS（地理情
報システム）の活用により、任意の地点で必要な情報
を任意の倍率で表示することが可能です。さらに、路
肩の雪堤や視程等の冬期道路状態を走行しながら移動
観測技術の開発に関する取り組みについて紹介しまし
た。会場からは、観測に用いているレーザースキャナ
―等の非接触式センサーの利用可能性について質問が

３．４　会場での情報サービス

　会議では、無料の WI-FI サービスが会場全域で利
用できた他、SNS（ソーシャル・ネットワーキング・
サービス）を利用して会議参加者にアンケート調査を
行ったり、会議参加者からの質問や意見を受け付ける
情報サービスが提供されました。
　筆者が特に興味深く感じたのは、プレナリーセッシ
ョンでの SNS の活用でした。プレナリーセッション
は、政策立案者や企業の経営者等が登壇して、ITS の
将来展望について講演と議論を行うセッションで、多
くの会議参加者が聴講します。従って、従前のプレナ
リーセッションでは聴講者が質問したり意見を述べる
機会がありませんでしたが、会議では、SNS を活用
して聴講者が質問や意見を発信できる。
　たとえば、プレナリーセッションの登壇者に、「自
動運転技術の実用化は何年後か？」について意見を聞
くのと並行して聴講者に対してアンケートを実施し、

その結果が表示されたり、聴講者から寄せられた質問
や意見が会場のスクリーンにリアルタイムに映し出さ
れました（写真－３）。時には、聴講者が投稿した質問
に登壇者が答える場面もあり、インタラクティブで活
気がある議論が展開されました。

の予測のための基礎データ収集、②維持管理作業車に
路面温度計などセンサーを設置して取得データを増や
すこと、③凍結防止剤散布車・除雪車の作業データの
収集、を進めていると説明がありました。
　ヴァイサラ社の Kevin R. Petty 氏からは、従前、
気象観測と交通観測は個別に行われてきたが、気象に
対応したより良い交通マネジメントを行うためには、
気象の変化が交通に与える影響をより正確に評価する
ことができるよう、気象データと交通データを同時に
取得しなければならないと指摘がありました（写真－

２）。また、企業の立場から、管理者と密接に連携し、
管理者のニーズを知って既存の技術を改善し、信頼性
のある新たなツールや技術を提供するコンサルティン
グの姿勢について紹介がありました。

写真－２　気象と交通データの同時取得

写真－３　プレナリーセッションの模様

（後方スクリーンに聴講者からの意見や質問を投影）
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Application can leverage Open Data for 
Accessible Transportation Routes, Proceedings 
of 10th European ITS Conference, 2014.

４） 高橋尚人：第17回 SIRWEC 国際道路気象会議の
参加報告、寒地土木研究所月報第731号、pp38-
41、2014。

５） 切石亮、川端優一、藤本明宏、徳永ロベルト、高
橋尚人：冬期道路管理における意思決定支援シス
テムについて－冬期道路マネジメントシステムの
試行運用－、ふゆトピア研究発表会、2014。

４．おわりに

　会議に参加して、非常に活発に ITS 技術・研究開
発とプロジェクトの連携が進められていることを実感
しました。たとえば、セッションでの発表で、各国が
進めている ITS プロジェクトを紹介した場合、会議
参加者から「こちらのプロジェクトと連携しないか？」
と提案があり、セッション後にプロジェクト連携の打
ち合わせが行われる様子を何度か目にしました。
　引き続き、ITS に関する技術・研究開発の動向につ
いての情報を集め、活用可能なものを取り入れるなど、
今後の研究に役立てたいと思います。最後になりまし
たが、会議に出席する機会を与えていただいた関係各
位に感謝の意を表する次第です。
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図－２　冬期道路マネジメントシステムの画面（例）
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