報 告

第17回世界 ITS 会議に参加して
高橋

尚人＊

者数は38,700名、参加国 / 地域は84 ヶ国 / 地域に及び

１．はじめに

ました。
第17回世界 ITS 会議が、2010年10月25日～ 29日ま

世界 ITS 会議では、毎年、会議のテーマを設定し

での５日間、
大韓民国の釜山広域市で開催されました。

ています。今回のテーマは、
“Ubiquitous Society with

著者は、この会議に参加・論文発表する機会を得、ま

ITS”
（ITS で築くユビキタス社会）です。
“ユビキタス”

た、 会 議 期 間 中 に 韓 国 建 設 技 術 研 究 院（KICT：

は「遍在する」を意味する語です。利用者が、そこに

Korean Institute of Construction Technology）と技術

技術が存在し、技術を利用していることを意識せずに

交流をしたので、概要を報告します。

技術を利用する、しかも、「いつでも、どこでも、だ
れでも」がその恩恵を受けることができるのは、技術

２．世界 ITS 会議の概要

の理想のあり方と言えます。

世界 ITS 会議は、
ITS（Intelligent Transport System
：高度道路交通システム）関係の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会議で、1994年にパリで第一回
目の世界会議が開催されました。以降、毎年開催され、
今回が17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：1994年

パリ

第２回：1995年

横浜

第３回：1996年

オーランド

第４回：1997年

ベルリン

第５回：1998年

ソウル

第６回：1999年

トロント

第７回：2000年

トリノ

第８回：2001年

シドニー

第９回：2002年

シカゴ

よる開会宣言から始まりました（写真－２）。次に、開

第10回：2003年

マドリード

催国代表として韓国国土海洋部 Jong-hwan Chung 大

第11回：2004年

名古屋

臣が、開催地代表として釜山市 Nam-sik Hur 市長が

第12回：2005年

サンフランシスコ

開会スピーチをしました。

第13回：2006年

ロンドン

第14回：2007年

北京

ア太平洋、米国及び欧州）の代表として、総務省総合

第15回：2008年

ニューヨーク

通信基盤局櫻井俊局長、米国運輸省 RITA（研究・革

第16回：2009年

ストックホルム

新 技 術 局 ）Robert Bertini 副 局 長、 欧 州 委 員 会 DG

写真－１

会議会場となった BEXCO の外観

３．開会式及びプレナリーセッション
３．１

開会式

開会式は、組織委員会委員長の Chullho LIEU 氏に

続いて、ITS 世界会議を構成する３つの地域（アジ

MOVE（モビリティー・運輸総局）Zoltan Kazatsay
今回の世界 ITS 会議は、釜山広域市海雲台（ヘウン
デ）区の BEXCO で開催されました
（写真－１）
。参加
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総局長補が基調演説をしました。
また、今回初の試みとして、功労者表彰を行いまし
49

た。ITS の推進に貢献した方として、アジア太平洋、

エネルギー効率の良い道路の事例として、地熱・太陽

米国及び欧州の各地域から１名ずつ選ばれました。ア

熱エネルギーの活用、太陽発電パネルを設置した道路

ジア太平洋からは ITS 日本豊田章一郎名誉会長、米

（写真－４）、圧電物質を利用して車両通過時の圧力か

国 か ら は Russel Shields 氏、 欧 州 か ら は Fotis

ら発電する道路について紹介がありました。

Karamitsos 氏が表彰を受けました。

写真－３
写真－２
３．２

ITS 日本渡邉浩之会長の発表

開会宣言

プレナリーセッション

今回の世界会議では、２つのプレナリーセッション
が執り行われました。プレナリーセッションは、モデ
レーター
（司会）
とスピーカーが登壇し、テーマに沿っ
た話題提供とディスカッションを行います。
テーマの１つは、Integrated Goal for ITS Paradigm
Shift – Safe, Convenient and Green Mobility（ITS の
パラダイム・シフトのための統合目標－安全で便利で
環境に優しいモビリティー）です。インテル・アーキ
テクチャ社 Ton H. Steenman 氏がモデレーターを務

写真－４

め、ERTICO（ITS ヨーロッパ）Gunter Zimmermeyer

遮音壁兼用の太陽発電パネルを設置
した道路の例

会 長、ITS ア メ リ カ の Ann Flemer 会 長、ITS 中 国
Zhongze Wu 会長がスピーカーを務めました。

４．研究発表

２つ目は、Ubiquitous Society with ITS – Ubiquity,
Transparency, Trustability（ITS で築くユビキタス
社会－遍在性、透明性、信頼性）です。アイオワ大学

４．１

発表セッションの概要

世界 ITS 会議では、多様な形態の発表セッション

Hosin“David”Lee 教 授 が モ デ レ ー タ ー を 務 め、

が設けられています。以下に、各発表セッションの概

Iteris 社 Abbas Mohaddes 会長兼 CEO、スウェーデ

要を簡単に紹介します。

ン交通庁の Hans Rode 上級顧問、ITS Japan の渡邉

＜エグゼクティブ・セッション：全12セッション＞

浩之会長がスピーカーを務めました。
渡邉会長からは、日本における ITS の開発と展開

官・民・学の有識者が安全 ･ 利便・環境・世界的関
心事に関する ITS の効果・問題・課題などを取り

についての紹介とともに、CO2削減のための複合的な

上げ、政策や戦略を議論するセッション。

取り組みとして、車両の燃料消費量の削減、効率性の

＜スペシャル・セッション：全72セッション＞

高い交通流、複数の交通手段が連携した交通ネットワ

各地域の専門家が研究・実用段階の ITS に関する

ークに関して発表がありました（写真－３）
。

個別のテーマについて深く掘り下げ、最新の技術や

モ デ レ ー タ ー の Hosin“David”Lee 教 授 か ら は、
50

施策を議論するセッション。
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＜サイエンティフィック／テクニカル・ペーパー・セ
ッション：全154セッション＞
個別の研究成果を、口頭発表するセッション。

この他にも多くの研究発表がありました。韓国から
は、高速道路では、雪氷路面での交通事故発生リスク
が高いことから、路面状態のリスクを５段階で評価し、

＜メディア・インタラクティブ・セッション：全９セ

路車間通信と車車間通信でドライバーに伝えるシステ

ッション＞

ムに関する研究発表がありました。また、釜山市にお

個別の研究成果を、ノート PC と大型ディスプレイ

ける交通管制システムを紹介する論文発表では、現在、

を使って発表するセッション。

交通情報収集のための CCTV 設置は28地点、可変メ
ッセージ標識設置箇所は16地点と紹介がありました。

４．２

研究発表の概要

著者は、10月28日のメディア・インタラクティブ・
セッション“Green Mobility with Ubiquity”（遍在性
のある環境に優しい交通）で発表をしました。

釜山市の人口が約380万人であることから考えると少
なく感じますが、今後、拡充してユビキタス社会へと
移行していく計画ということです。
また、Green Vehicle（電気自動車などの低環境負

メディア・インタラクティブ・セッションは、今回

荷の自動車）の導入効果の検証、ITS 技術の適用や社

の ITS 世界会議で採用された発表形式で、通常の学

会実験による環境負荷低減（二酸化炭素排出量削減）効

会発表ではポスター発表に相当します。ポスター発表

果の推定または実測、路車間通信及び車車間通信の高

では、論文を要約したポスターを用いて来場者に説明

度化の技術開発、路車間通信の効果を交通流シミュレ

しますが、メディア・インタラクティブ・セッション

ーションで検証するなど、ITS 技術を活用した、交通

では、各発表者にノート PC と大型ディスプレイが割

流の改善、交通安全対策の推進、環境負荷の軽減、交

り当てられ、動画を使うなど高度なプレゼンテーショ

通弱者の移動支援など多彩な論文発表がありました。

ンが可能です
（写真－５）
。

日本からも多くの論文発表があったので、幾つか紹

著 者 は、
“A Decision Support System for Winter

介します。国土技術政策総合研究所からは、交通弱者

Road Maintenance”（冬期道路管理のための意思決定

のための移動支援システムについて発表がありまし

支援システム）について発表しました。冬期道路管理

た。このシステムは、携帯電話等の移動端末を使って

における出動判断を支援するため、路面凍結予測情報

目的地や経路に関する情報を得、また、移動中も道路

と路面のすべりやすさに関する情報を発信する情報提

に設置された IC タグやサーバーと通信することで移

供システムを紹介した論文です。インターネットを利

動を支援するもので、東京都、豊田市、奈良市、高山

用することで、システムの構築と維持費を抑え、道路

市、神戸市で実証社会実験が行われています
（2009年

管理者の要望に沿ってインターフェース等を変更しや

時点）。このようなシステムは、交通弱者以外にとど

すくするとともにインターネット環境があればアクセ

まらず、外国人観光客や一般の歩行者の移動の安全性

ス可能なシステムとなっています
（システムへのアク

や円滑性向上のためにも活用可能と考えられます。

セスについては、ID とパスワードで制限）。

ま た、 歩 行 者 の 交 通 安 全 対 策 と し て、 狭 域 通 信
（DSRC：Dedicated Short Range Communication）を
利 用 し た 歩 行 者・ 車 両 間 通 信（PVC：Pedestrian-toVehicle Communication）技術開発の発表がありまし
た。DSRC 通信が可能な携帯電話が路上の車両と通信
することで、人対車両の交通事故を防ぐシステムです。
普及のため、一般の携帯電話に DSRC 通信機能を付
加するアタッチメントも開発したいと発表がありまし
た。これまでの車車間通信、路車間通信に加え、歩行
者・車両間通信技術が開発され、普及することで、道
路交通がより安全になると期待されます。
スペシャル・セッションでは、草の根（Grass-roots）
ITS についてセッションが設けられました。日本では、

写真－５

メディア・インタラクティブ・セッション
の発表ブース
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VICS（Vehicle Information and Communication
System）や ETC（Electronic Toll Collection）など ITS
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技術の開発と普及が進む一方、地方部では、ITS 技術

情報端末などの ITS 技術の展示が行われました（写真

が認識され、便益を受けているとは言い難い状況にあ

－７）。

ります。この状況を改善するため、地方部の特性、地

屋外では、Green Vehicle の運転体験や会場周辺道

方の抱える交通問題、地方における ITS の展開方法

路を利用した ITS ショー・ケースなどの工夫を凝ら

等について議論がされました。このような草の根的な

した展示が行われました。

活動も、ITS 展開の一つの方法といえます。
さらに、舗装路面の不陸発生箇所の検出デバイスに
万歩計を用いたプローブカーの開発について発表があ
りました。地震などの災害が発生した場合、広域的な
路面のひびわれや不陸等の損傷が起こる場合がありま
す。専用の探査車は台数が少ないため、損傷箇所を簡
単に精度良く検出する方法として、パトロールカーの
ダッシュボードに万歩計を設置したプローブカーのシ
ステムです。段差箇所を走行すると振動で万歩計がカ
ウントし、その地点を携帯電話の GPS で特定します。
人為的に段差を設置したテストコースで試験をした
結果、段差箇所を精度良く検出することができたと報
告がありました。万歩計と携帯電話を使ったシステム

写真－７

日本館ブース

なので非常に低コストで構築でき、このプローブカー
で早急に損傷箇所の有無を確認し、専用の探査車で詳

６．韓国建設技術研究院との技術交流

細に計測をする、
といった活用方法が考えられます（写
真－６）
。

10月27日（ 水 ）に、 韓 国 建 設 技 術 研 究 院（KICT：
Korean Institute of Construction Technology）と技術
交流を行いました。
KICT の主任研究員 Yang 博士とは、日本の冬期道
路管理に関する試験研究について知りたいということ
で以前からメールのやりとりをしていました。今夏に
当研究所への来所を予定していたところ、双方の都合
が折り合わず実現しなかったのですが、今回の会議で
訪韓することから、会期中に打ち合わせをしたいと
Yang 博士から申し入れがあったものです。
Yang 博士と同僚の Yun 博士と打ち合わせをする
予定だったのですが、KICT からは先端道路研究室長

写真－６

万歩計を活用した舗装路面の不陸を把握
するプローブカー

５．展示

の姜博士以下５名が打ち合わせに参加し、日本の冬期
道路管理、道路気象情報システムと路面温度推定モデ
ルについて次々と質問されました。当方からは、熱収
支法を用いた路面温度推定モデルの概要、当該モデル
から得られる路面温度予測情報と気象情報を発信する

会議期間中、屋内・屋外での展示が行われました。

情報提供システムの紹介と、路面のすべり計測装置と

展示に参加したのは213団体・企業で、期間中の来場

路面すべり計測結果を発信する情報提供システムにつ

者はのべ16,000人に及びました。

いても紹介しました。

屋内展示では、各国 / 地域の ITS の取り組みを紹

また、KICT からは、韓国の冬期気象と冬期道路管

介するとともに、先進安全自動車（ASV: Advanced

理に関する試験研究の概況について説明がありまし

Safety Vehicle）
、Green Vehicle、交通流観測の各種

た。韓国では年間の降雪日数が20日程度と少ないもの

センサーや処理ソフトウエア、カーナビ、PDA 等の

の、突発的な降雪・豪雪などの問題があるので、ヨー
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ロッパ、北米と日本の冬期道路管理に関する試験研究

８．おわりに

と技術開発に関して情報を集めている段階ということ
でした。

今回の世界 ITS 会議では、会議テーマにあったよ

打ち合わせの最後に、Yang 博士から、より詳細な

うに、ITS 技術のユビキタス化が急速に進んでいるこ

情報交換と現地視察をするため、11月か12月に当研究

とを感じました。人や物の移動を考えた場合、複数の

所を訪問したいという申し入れがありました。

交通手段を利用することは多々あるので、利用する交
通機関が変わり、たとえば、交通機関の利用を終えて
徒歩になっても、目的地に関する情報や目的地に至る

７．閉会式

経路に関する情報が切れ目無く得られることが重要で
10月29日
（金）
に閉会式が行われました。閉会式の冒
頭で、優秀論文の表彰が行われたあと、組織委員会か
ら開催概要報告がありました。

す。
また、Green Mobility（環境に優しい交通）に対す
る意識の高さも感じました。環境負荷を低減し、持続

続いて、今後３年間の ITS 世界会議の開催地であ

可能な社会を築くことは重要な課題です。交通の分野

るアメリカ合衆国オーランド（2011年）、オーストリア

では、ITS 技術を活用して交通の円滑性や効率性が向

共和国ウィーン
（2012年）、そして、2013年の東京大会

上することで環境負荷の低減に貢献することが可能

の代表として、東京都青少年・治安対策本部

で、そのためにも、更に利用しやすい ITS 技術の開

部長がスピーチしました。

倉田本

発と普及が進むことが重要と感じました。
最後になりますが、本会議に参加・発表する機会を
与えてくださった関係各位とお世話になった方々に心
から感謝の意を表します。

高橋 尚人＊
Naoto TAKAHASHI, PhD., P. E.
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
博士（工学）
技術士
（建設）
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