報 告

第22回世界 ITS 会議に参加して
寒地交通チーム

高橋

尚人＊

「宇宙技術で広がる未来の ITS」です。ITS 技術を、

１．はじめに

地域や都市の交通の課題解決・高度化だけではなく、
第22回世界 ITS 会議が、2015年10月５日～９日まで

全地球衛星測位システム（Global Navigation Satellite

の５日間、フランス共和国ボルドー市で開催されまし

System：GNSS）などを活用し、グローバルに展開す

た。著者は、本会議に参加・論文発表する機会を得た

る段階に至っていることが伺えます。

ので、概要を報告します。
３．開会式及びラウンドテーブル・ディスカッション
２．世界 ITS 会議の概要
開会式では、主催者である ITS ヨーロッパ、開催地
世界 ITS 会議は、ITS（Intelligent Transport

のボルドーの代表などから挨拶があり、引き続き、ラ

System：高度道路交通システム）関係の研究開発を行

ウンドテーブル・ディスカッションが行われました（写

う研究者、企業、行政の関係者が活動成果を発表する

真－２）。

ことを目的に開催されている会議で、1994年にパリで

ディスカッションには、ITS ヨーロッパ会長の Cees

第１回目の世界会議が開催されました。以降、ヨーロ

De Wijs 氏、欧州委員会（EU）モビリティ及び交通担

ッパ、アジア太平洋、アメリカ・カナダの３地域の持

当コミッショナーの Violeta Bulc 氏、ボルドー市長の

ち回りで毎年開催され、今回が22回目となります。

Alain Juppé 氏、ITS アメリカ会長の Jill Ingrassia 氏

今回の世界 ITS 会議は ITS ヨーロッパ（ERTICO：
European Road Transport Telematics Implementation

などが登壇し、日本からは経済産業省製造産業局の若
井英二審議官が登壇しました。

Coordination）が主催し、フランス共和国ボルドー市内

ディスカッションでは、オープンデータの利用のル

の Congre et Expositions de Bordeaux（写真－１）で

ール（基準化、費用負担、データ管理責任など）につい

会議を開催しました。会議の総参加者数は12,249名、参

て意見が交わされました。また、ITS 技術の導入の効

加国は102カ国に及びました（速報値）。

果として、従前より渋滞などの交通問題の解消、二酸
化炭素排出量の削減、交通事故の減少などが謳われて
きましたが、今回の会議では、これらに加えて“wellbalanced development”（バランスのとれた発展）と
いう表現が使われたのが印象に残りました。

写真－１

会議会場

世界 ITS 会議では、毎年、会議のテーマを設定して
い ま す。 今 回 の 会 議 の テ ー マ は、“TOWARDS
INTELLIGENT MOBILITY – Better use of space”
48

写真－２

ラウンドテーブル・ディスカッション
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トピックスごとのセッション数は以下のとおりです。

４．研究発表

１．ITS のための宇宙技術とサービス：14
４．１

会議のトピックス

２．協調型 ITS の展開の課題：63

世界 ITS 会議では、以下の７つのトピックスが設定

３．多様な物流と人の移動：30

されました。トピックスに沿って論文を募集し、セッ

４．都市部での ITS の推進：30

ションが構築されます。

５．持続可能な交通のための解決策：42

１．ITS のための宇宙技術とサービス

６．道路の自動化、マネジメントの自動化、運転の

２．協調型 ITS の展開の課題
３．多様な物流と人の移動

自動化：39
７．ビッグデータ、オープンデータは交通の課題解

４．都市部での ITS の推進
５．持続可能な交通のための解決策

決の切り札なのか？：33
セッション数では、トピックス２の「協調型 ITS の

６．道路の自動化、マネジメントの自動化、自動運転

展開の課題」が最も多く、次いで、トピックス５の「持

７．ビッグデータ、オープンデータは交通の課題解

続可能な交通のための解決策」が多く、複数機関が連

決の切り札なのか？

携して ITS 技術を適用し、都市や地域の交通の円滑
化や移動の利便性を高める、実用的な取り組みが積極

４．２

発表セッションの概要

的に進められていることが感じられます。

世界 ITS 会議では、多様な形態の発表セッション
が設けられています。以下に、各発表セッションの概
要を簡単に紹介します。
＜プレナリー・セッション＞

４．３

世界 ITS 会議のアプリ

会議の開催に先立ち、世界 ITS 会議のアプリが配信
されました（写真－３）。

ITS 技術の主要人物が、ITS 技術の重要なテーマに
ついて意見を述べるセッション。
＜エグゼクティブ・セッション＞
ヨーロッパ、アジア太平洋、アメリカ・カナダの３
地域の ITS 産官学の専門家が効果・問題・課題などを
取り上げ、政策や戦略を議論するセッション。
＜スペシャル・インタレスト・セッション＞
各地域の専門家が企画し、研究・実用段階の ITS
に対する個別のテーマについて深く掘り下げ、最新の
技術や施策を議論するセッション。
＜テクニカル／サイエンティフィック・セッション＞
個別の研究成果を口頭発表するセッション。
＜インタラクティブ・セッション＞
口頭発表とポスター発表を融合した形式で、個別の
研究成果を発表する。発表者が登壇して論文概要を紹
介後、各人に割り当てられたディスプレイの前で詳し
く説明し、また、質疑応答や意見交換する。
そのほかにも、フランス国内での ITS の展開状況を
紹介するフレンチ・セッション、展示企業や ITS 世界
会議のスポンサーが製品や企業サービスを紹介するコ
マーシャル・プレゼンテーション・セッションなど、

写真－３

世界 ITS 会議アプリのトップ画面

論文発表以外にも ITS 技術開発の取り組みの紹介や、
議論が交わされる様々な形態のセッションが設けられ
ました。
寒地土木研究所月報
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れるほか、興味のあるセッション等をまとめて自分用
のプログラムを作成できる「マイ・プログラム」、さ
らに、通信環境があれば、現在開催中のセッションを
表示するなど、非常に便利なアプリでした。
４．４

筆者の発表

筆者は、インタラクティブ・セッション“Solutions
for Sustainable Mobility”（持続可能な移動のための
解決策）
で発表しました。
セッションでは計９編の論文発表がありました。筆
者は、
“Advanced winter road maintenance using a
decision support system”（意思決定支援システムを
用いた冬期道路管理の高度化）について発表しました。

写真－５

画像処理で運転者の目の動きや状態を認識
するソフトウェア

本論文は、冬期道路管理の意思決定を支援するため、
気象、カメラ画像、路面温度、路面状態などの現況及

６．閉会式

び予測情報を道路管理者向けに発信するシステムを紹
介するものです。チェコ、フィンランドの研究者が筆

10月９日（金）に閉会式が行われました。閉会式では、

者の論文に関心を持ち、路面温度予測モデルの詳細や、

優秀な論文の表彰や、来年（2016年）の第23回世界 ITS

使用している GIS（地理情報システム）ソフトウェア、

会議の開催地であるオーストラリアメルボルン、そし

すべり計測車両、気象観測センサーなどについて質問

て、2017年の第24回世界 ITS 会議の開催地であるカナ

されました。口頭での説明に加え、論文や資料を提供

ダのモントリオール市の紹介がありました。

することになりました。
７．おわりに
５．展示
世界 ITS 会議に参加し、ITS 技術の開発・展開スピ
会議期間中、屋内・屋外での展示が行われました。

ードの速さを実感することができました。自動運転は、

出展団体数は433団体で、屋内展示では、各国の ITS

遠からず実現するでしょうし、都市や地域に現存する

の取り組みを紹介するとともに、自動車メーカーをは

交通の課題を解決するための ITS 技術の開発・適用も、

じめ、交通流観測の各種センサー、ドライビング・シ

ますます進んでいくと思われます。また、ITS 機器の

ミュレーター、各種処理ソフト等の展示が行われまし

小型化及び低コスト化がさらに進むことで、ITS 技術

た
（写真－４、写真－５）
。

の適用範囲がますます広がっていくと期待されます。
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。

高橋

尚人＊

TAKAHASHI Naoto
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・総合監理）

写真－４

50

展示会場（日本の展示ブース）
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