報 告

第13回世界 ITS 会議に参加して
高橋
今 回 は、 テ ー マ を

１．はじめに

尚人＊

浅野

基樹＊＊

ITS: Delivering Transport

Excellence （ITS：素晴らしい移動手段をもたらすも
2006年10月８日から12日までの５日間、英国の首都

の）として開催されました。10月８日（日）のオープ

ロンドン郊外のコンベンション施設エクセル
（ExCel）

ニングセレモニーに続き、９日から12日まで、さまざ

で 第 13 回 世 界 ITS 会 議（13th World Congress and

まな展示のほか、研究発表などが行われました。

Exhibition on Intelligent Transport Systems and
Services ）が開催されました。

３．オープニングセレモニー

当研究所からは、寒地交通チーム浅野上席研究員と
高橋総括主任研究員が参加・発表する機会を得ました
ので、ここに会議の概要を報告します。

オープニングセレモニーでは、イギリスのダグラス・
アレクサンダー運輸大臣が基調講演を行ない、その他
ITS イギリス、ITS ヨーロッパ、EC、ITS ジャパン、
日本国総務省、北京市、ITS アメリカ、GM、米国交
通省の代表からそれぞれご挨拶がありました。ITS ジ
ャパンからの挨拶は豊田章一郎 ITS ジャパン会長で
した。

図－１

ITS 世界会議ロンドン大会のロゴ

各代表の挨拶の合間、
軍楽隊のマーチングや
Cafe

Drum

と呼ばれる太鼓のパフォーマンスがありました。

オープニングセレモニー会場のパイプ椅子の下に太鼓

２．世界 ITS 会議のあらまし

が置かれており、壇上のドラムバンドリーダーに合わ
世界 ITS 会議は、ITS（Intelligent Transport System：

せ来場者も一緒に太鼓に興じるというもので、会場の

高度交通システム）関係の研究開発を行う研究者、企

一体感を醸し出す粋な趣向と言ったところでしょう

業、行政の関係者が、活動成果を発表することを目的

か。

に開催されている会議で、1994年にパリで第一回目の
会議が開催されました。以降、毎年開催され、今回が
13回目となります。
以下に過去の開催履歴を記します。
第１回 ITS 世界会議：1994年

パリ

第２回 ITS 世界会議：1995年

横浜

第３回 ITS 世界会議：1996年

オーランド

第４回 ITS 世界会議：1997年

ベルリン

第５回 ITS 世界会議：1998年

ソウル

第６回 ITS 世界会議：1999年

トロント

第７回 ITS 世界会議：2000年

トリノ

第８回 ITS 世界会議：2001年

シドニー

第９回 ITS 世界会議：2002年

シカゴ

第10回 ITS 世界会議：2003年

マドリード

第11回 ITS 世界会議：2004年

名古屋

第12回 ITS 世界会議：2005年

サンフランシスコ
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写真－１

オープニングセレモニー会場
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を誇りをもって説明していたのが印象的でした。
Executive Session の

Making things real: barriers,

enablers and business model

では、日本の経済産業

省からの発表がありました。セッションの議論では、
技術普及のためのビジネスモデルとその障壁について
の議論がありました。
Executive Session の

Global e-safety

では、和迩

健二国土交通省自動車交通局技術安全部技術企画課国
際業務室長から第３期 ASV の成果と第４期の展望に
ついて発表があり、昨年苫小牧寒地試験道路で行った
実験についても盛んに紹介していました。会場からは、
本当に普及する技術なのかという趣旨の質問がありま
写真－２

軍楽隊のマーチング

したが、当初の模索段階から脱し、方向性が明確にな
ってきた技術であるとの回答をしていました。
Executive Session の

４．発表と展示

Integrating diﬀerent systems

to deliver cooperative vehicle
４．
１プレナリーセッション

では、塚田国土交通

省道路局 ITS 推進室長からスマートウェイに関する
発表がありました。会場からは事故発生時の責任につ

10月９日（月）9：00 〜 10：30にプレナリーセッシ
ョンが行われ、Ladyman 英国交通大臣の司会の下、
Lord Sainsbury 英国貿易産業省科学改革政務次官、

いての質問があり、重要で難しい問題であるとの議論
がありました。
Special Session

Enable cooperative safety

Gwyneth Dunwoody MP 英 国 輸 送 特 別 委 員 長、

systems

では、平井国土技術政策総合研究所 ITS 研

Jacques Barrot 欧州委員会副委員長運輸担当委員、

究室長から路車間通信による追突防止システムに関す

Perttu Puro フィンランド交通通信省副大臣、石津緒

る発表があり、首都高における実用化と全国展開予定

国土交通省大臣官房審議官、Baoxing Qiu 中国建設省

のお話がありました。会場からは、路車間システムの

副大臣、Iris Weinshall 米国ニューヨーク市交通局員、

今後の普及・発展性に関する質疑がありました。

Maria Cino 米国交通省次官代理からの発表がありま
した。
４．
２その他のセッション
10月９日（月）〜 12日（木）の間、プレナリーセッシ
ョンの他、12の Executive Session、12の Interactive
Session（ポスターセッション）
、205の Special Session
および Technical/Scientiﬁc Session が行われ、約900
編の論文が発表されました。
参加した主なセッションの概略を紹介します。
Executive Session の

Achieving the zero vision

では、ゼロビジョンと呼ばれるヨーロッパにおける死

写真－３

平井国総研 ITS 研究室長の発表

亡交通事故撲滅目標を意識した技術に関する発表があ
りました。日本からはトヨタ自動車から自社高級車に

当所からは、Interactive Session（ポスターセッシ

おける先進安全装置技術の紹介がありました。会場か

ョン）の Traﬃc management において、寒地交通チ

らはそれら技術の有効性に関する質問がありました

ームの高橋総括主任研究員が Floating Car Data as

が、会場にいたスウェーデンからの参加者が２＋１レ

practical tool − Sapporo's Experience with "Taxi

ーン道路などを引き合いに出し、それら技術の有効性

GPS"
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と題する論文を発表しました。
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同じセッションにおいて、
慶応大学から

Feasibility

Study for a slippery place map creation from
behaviour of ABS signal of the vehicle on Internet
ITS

という発表の中で ABS の作動状況からインタ

ーネット ITS 上で滑りやすさマップを作成するとい
う興味深い研究が紹介されていました。

写真－５

写真－４

展示会場の様子

ポスター発表会場での高橋総括主任研究員

４．
３展示
10月 ９ 日（ 月 ）〜 12日（ 木 ）の 間、 展 示 会 場 に て

写真－６

ITS ジャパンのブース

写真－７

日本の VICS のブース

Exhibition が開催されました。
日本からは、ITS ジャパンのブースを中心にスマー
トウェイ、ASV や AHS、VICS など日本が先行する
ITS 分野の展示がありました。
毎年、ITS 世界会議に参加するトヨタは、
「Drive
ITS Dreams.」をテーマとし、
「安全」
「環境」
「快適」
という３要素を軸に展示を行っていました。日本でも
発表されたばかりの高級車を展示し、ITS 技術を駆使
した先進安全装備を披露していました。
そ の 他、 我 が 国 か ら は ホ ン ダ、DENSO、NEC、
ZENRIN、Panasonic 等の自動車および電子機器各社
の展示ブースがあり、また、諸外国からも、ITS ヨー
、ITS アメリカ、ITS（UK）
、Transport
ロッパ（ERTICO）
for London の他自動車、道路資材および電子機器の
各社からの展示があり、合計300社弱の展示がありま
した。
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写真－８

写真－９

トヨタのブース

写真－10

テクニカルツアーでの説明の様子

中国のブース

５．テクニカルツアー
テクニカルツアーは、
ロンドン地下鉄管制センター、
ロンドン道路交通管制センター、大規模マルチモーダ
ル交通結節点整備、新交通システム管制センター、歩
行者研究所、エセックス道路交通管制センター、道路
庁道路交通管制センター、ゴッドストーン地区道路交
通管制センター、ITS ルノーＦ１、サーレー道路網管
理情報センターの10コースが用意され、私達二人はそ
のうち大規模マルチモーダル交通結節点整備に参加し

写真－11

キングクロス駅とパンカス駅

ました。
鉄道キングスクロス駅とパンカス駅の利用者が2012

６．クロージングセレモニー

年のロンドンオリンピックとヨーロッパからの高速鉄
道ユーロスター乗り入れにより、１日当たり10万人か

10月12日（木）14：00 〜 15：30にクロージングセレ

ら20万人に増加することが予想されることから、キン

モニーが行われ、優秀論文賞授与、吉林北京市副市長

グスクロス駅の交通結節点機能を大幅に拡大しようと

からの2007第14回 ITS 世界会議北京大会の紹介、米

するもので、交通結節点大規模改良工事です。

国からの2008第15回 ITS 世界会議ニューヨーク大会
の紹介がありました。
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写真－12

優秀論文賞授与

写真－14

ロンドンのタクシー

７．２コンジェスチョンチャージ
また、市街地中心部ではコンジェスチョン・チャー
ジング（混雑する時間・エリアで課金すること）を実
施しています（写真－15）。

写真－13

吉林（Jin Li）北京副市長

７．ロンドンの交通について
７．
１自動車
イギリスでは、自動車は日本と同じく右ハンドルで
左側を走行しますが、私の印象ですが、日本よりは他
のヨーロッパ諸国と同様にコンパクトカーが多く、ま
た、ドイツ車の比率が高いように感じました。
タクシーは車体が黒いためブラック・キャブと呼ば

写真－15

コンジェスチョンチャージの標識

。最近は、黒色以外のタクシ
れています（写真－14）
ーが増えているそうで、実際色とりどりのタクシーを

これは、ロンドン中心部の指定地域に自動車が入っ

見ました。料金は、目的地についてタクシーを降りて

ゾーン内居住者は90％割引）
た場合に８ポンド（1760円、

から助手席の窓越しに支払います。料金を支払わない

を支払う制度で、2007年２月からさらに西に拡大され

で逃げてしまう乗客もいるんじゃないかと心配でした

ることが決まっているそうです。現行の渋滞課金シス

が、私が見かけたところでは、きちんと窓越しに料金

テムでは、ANPR（Automatic Number Plate Recognition）

を支払っていました。

と呼ばれる、ナンバープレートを自動認識するカメラ
が、ゾーン内に進入する自動車のナンバーを読みとっ
て課金を行う仕組みになっています。
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７．
３その他の道路状況
その他気が付いたところを書きますと、まず都市内
にランドアバウトが多いことで、特に小さなものも多
くあることです。また、自動車の走行速度を抑制する
ハンプが住宅地域にいたるところにあります。
さらに、
自転車走行レーンが路肩に明確に確保されています。
自動２輪専用の駐車帯も整備されています。横断歩道
には必ず、歩行者に左右の確認を促す路面表示が施さ
れています。道路をうまく使い、細かな工夫がたくさ
ん見られ、大いに参考になるところが多いと思われま
す。日本も既存道路を使う工夫がまだまだ足りない気
がします。

写真－18

写真－16

ハンプ事前予告標識

住宅地で見かけたラウンド・アバウト

写真－19

写真－17
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住宅地で見かけたハンプ

写真－20

自転車走行レーン

自動２輪専用の駐車帯
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写真－20

自動２輪専用の駐車帯
写真－23

写真－21

騎馬警察

左右確認促し路面表示
写真－24

馬糞

７．４公共交通機関
ロンドンは、世界で初めて地下鉄を整備するなど、
古くから地下鉄、バス、タクシーなどの公共交通機関
が発達していますが、実際には地下鉄はよく遅れたり
止まったりする割に料金が高く、また道路の渋滞も激
しくバス、タクシーも含めサービスは決して良いとは
言えないかもしれません。
ここで、最近導入した「オイスターカード」と呼ば
れる非接触型の IC カードを紹介します。
写真－22

簡易横断歩道

地下鉄、バス、新交通システムなどに乗り降りする

写真－22

簡易横断歩道

際に、黄色くマークされた読み取り機にカードを当て
るもので、自動的にカードにチャージされた金額が差
し引かれる仕組みのカードです。残高が不足した場合
は、地下鉄の駅などに置かれている専用端末により現
金やクレジットカードでチャージできるものです。
今回、ITS 世界会議の参加者には30ポンド（約6,600
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円）がすでにチャージされていて、大会開催期間中の

８．その他

都市内移動に使用することができました。
今回は、ロンドンの帰り途、ヨーロッパの他の都市
の交通状況視察のためアムステルダムに立ち寄りまし
た。オランダは九州とほぼ同じ面積に人口約1,600万
人が暮らす国で、可住面積の狭い日本と単純比較でき
ないが、比較的人口密度の高い国です。アムステルダ
ムの人口は約70万人であり、その都市構造の特徴はア
ムステルダム中央駅を扇の要として扇状に運河が巡ら
されているところにあります。都市交通においては、
トラム（路面電車）の整備が進んでいることと、都市内
に自転車専用レーンが確保されていることです。
一方、それらの施設としては非常に進んでいるとこ
ろもありますが、トラム運行の定時性、チケットの購
写真－25

Tube
（地下鉄）の行き先を示す表示板

入と使用方法、平日休日の運休情報の提供の不備など、
旅行者には不便なところも見あたり、まだまだ改良の
余地があることも分かりました。

写真－26

地下鉄と会場を結ぶ新交通システム DLR
写真－28

写真－27

オイスターカード

写真－29
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アムステルダムの運河

トラムのすぐ横の自転車専用レーン
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写真－30

往復２車線の自転車専用道路

写真－31

交差点部の自転車専用レーン

９．おわりに
今回訪れたロンドンは出張者２名とも初めての訪問
地でした。ヨーロッパの他の地にそれほど多く訪問し
た訳ではありませんが、大陸ヨーロッパよりも運転者
の運転マナーが比較的悪いのが印象的でした。
例えば、
横断歩道歩行中でも左折車が歩行者をにらみながら割
り込んでくるなどです。
ロンドンは、都市内道路における渋滞や交通事故、
地下鉄など公共交通機関の利便性向上など解決すべき
問題を抱えた大都市なのだとあらためて認識した次第
です。
写真－30

車道で自動車と同じ箇所で信号待ちする

問題解決に役立つことが期待されるところです。

自転車
（写真中央）

高橋

尚人 *

寒地土木研究所
寒地道路研究グループ
寒地交通チーム
総括主任研究員

寒地土木研究所月報

№643

2006年12月

ITS 技術も含めた交通対策技術が今後の世界の交通

浅野

基樹 **

寒地土木研究所
寒地道路研究グループ
寒地交通チーム
上席研究員
博士（工学）
技術士
（建設・総合）

89

