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１．はじめに

第24回世界ITS会議が、2017年10月29日～11月2日
までの5日間、カナダ・ケベック州モントリオール市
で開催されました。著者は、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．世界ITS会議の概要

世界ITS会議は、ITS（Intell igent 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1回目の世界会議が開催されました。以降、ヨー
ロッパ、アジア太平洋、アメリカ・カナダの3地域の
持ち回りで毎年開催され、今回が24回目となります。

今回の世界ITS会議はITSアメリカとITSカナダが
主催し、モントリオール市内のPalais des congrès de 
Montréal（写真－1）で会議が開催されました。

会議の総参加者数は約8,000名、参加国は65カ国、
出展団体数は約300に及びました（速報値）。

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、“Next Generation 
Integrated Mobility Driving Smart Cities”「スマート・

シティを加速する次世代の統合モビリティ」でした。

３．開会式

開会式では、開催地であるカナダ側各組織の代表か
らの挨拶がありました。次いで、ITS世界会議を開催
する各地域の代表から挨拶がありました。

日本からは、長谷川豊警察庁長官官房審議官が登壇
し、挨拶されました（写真－2）。

４．研究発表

４． １　会議のトピックス

今回の世界ITS会議では、以下の7つのトピックス
が設定されました。トピックスに沿って論文を募集
し、セッションが構築されます。

1. 接続性と自律性
2. インフラの挑戦と機会
3. スマート・シティ
4. データ。セキュリティとプライバシー
5. 統合アプローチ：計画、実施と安全性
6. 新しいビジネスモデル
7. 発明、新しいアイディア

４． ２　発表セッションの概要

世界ITS会議では、200を超える発表セッションが
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写真－1　会議会場

写真－2　長谷川豊　警察庁長官官房審議官
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ありました。個別の論文を発表するセッションのほか
に、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プレナリー・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ITSに関する政策や戦略を議論
するエグゼクティブ・セッション、パネル・ディスカ
ッションを行うスペシャル・インタレスト・セッショ
ンなど多様な形式のセッションが設けられました。

４． ３　筆者の発表

筆者は、査読論文を口頭発表するサイエンティフィ
ック・セッション“Sensors for Automated Vehicles: 
Part 2 of 2”（自動運転車のためのセンサー　2/2）で、” 
Remote sensing of winter road conditions using near 
infrared spectroscopy”（近赤外分光法を用いた冬期路
面状態のリモートセンシング）について発表しました。

本論文では、冬期路面状態を光学式のセンサーで評
価する技術を開発するため、舗装供試体上に作成した
路面を、可視赤外分光放射計を用いて乾燥・湿潤・凍
結路面を観測し（図－1）、その結果から路面状態を判
別する方法を検討したものです。

 

路面観測の結果、乾燥・湿潤・凍結路面はそれぞれ
異なる反射特性を持ち、近赤外領域の3波長の反射率
の比を用いることで乾燥・湿潤・凍結路面を判別可能
であること、水膜および氷膜の厚さも判別できる可能
性があることを報告しました。

会場からは、コンクリート舗装の場合でも評価が可
能かという質問と、氷膜の作成方法に関する質問があ
りました。

セッションでは、他に3本の論文発表がありました。
一つは、2次元ライダー（LiDAR：Light Detection 
and Ranging）とカメラ画像を組み合わせて三次元化
し、周辺の障害物の状況を把握する手法についての発
表がありました。本手法は、3次元ライダーより安価
にシステム構築ができるということです。今後、野外
での検証を行う予定ということです。

他には、車載カメラの画像を解析し、道路上の障害
物を区別する画像解析手法の紹介がありました。1台
のカメラで撮影した画像は2次元のため、路面表示の
ように高さが無く交通の支障にならないもの（障害物
ではない）なのか、高さがあり障害になるもの（障害物）
なのか判別が難しいのですが、Time-Delay Neural 
Network（時系列情報を考慮したニューラルネットワ
ークモデル）1)を適用することで、高い精度で障害物
を判別できたと報告がありました。

その他には、EUのSCOUT (Safe and Connected 
Automation in Road Transport)プロジェクトの紹介
がありました。SCOUTプロジェクトは8つのワーク・
パッケージ（WP）で構成され（図－2）、現在は各
WPで技術開発動向の分析、課題の抽出を行っている
と紹介がありました。

 

個人的に興味深かったのは、セキュリティに関して
の説明でした。自動運転車の課題の一つとして、サイ
バー攻撃への対処があります。実際に、自動車のシス
テムに侵入されたり、遠隔操作された事例も報告され
ています2）、3）。自動運転の実現には、衝突回避等の技
術開発や法整備などに加え、他者に不正に利用されな
い、乗っ取られない“安全な”システムの確立が必要
になります。
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図－1　試験に用いた計測システム

図－2　SCOUTプロジェクトの構成
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４． ４　冬期道路関係の発表

会議では、冬期道路に関係する論文発表もあったの
で、幾つか紹介します。“気象影響と実用的な情報の
提供”セッションでは、カナダの道路気象情報システ
ム（RWIS：Road Weather Information System）の
開発について紹介がありました。気象警報等の情報発
信サービスとの統合、維持作業車両の位置・作業情報
もリアルタイムで取得するなど、システムの拡充を継
続的に進めていると説明がありました。
“冬期気象の影響を緩和するITS技術”セッション

では、カナダ・アルバータ州でのRWISの開発につ
いて報告がありました。アルバータ州では2005年に
RWISプロジェクトに着手しました。当時、80だった
気象観測地点は32地点増えて112になり、利用者も着
実に増えているということです（写真－3）。

現在は移動気象観測車でのデータ取得試験を行って
いて、有効性が確認できた場合には州全域での適用を
予定しているということです。

 

同セッションでは、他に3件の発表がありました。
アメリカの首都ワシントンD.C.では、降雪等の悪天

候時に、人事管理局が気象予測情報等を基に政府機関
の休業や、始業時間を遅らせたり一部職員の在宅勤務
を決定します。政府機関職員は地区の労働者の27％を
占め、交通への影響が大きいため、適切なタイミング
で適切な意思決定（休業、遅れ等）をすることが必要
になります。論文は、6つの路線を対象に、過去の悪
天候事象と人事管理局の決定内容、プローブカーの走
行速度と旅行時間データから評価を試みたものです。
今後、対象路線を拡大し、交通事故データも指標に取
り込んで分析を行う予定と報告がありました。

二つ目は、ミシガン州デトロイト地区を対象とした、
気象データ等を用いて交通事故発生件数を予測するニ
ューラルネットワークモデルの紹介です。デトロイト

地区は人口約390万、自動車産業が盛んな地区で、交
通事故による時間損失は約28,500万ドルに及ぶと推計
されています。対策の一つとして、交通事故発生を予
測できれば、対応人員を増やすことが可能になります。
予測モデルは、降水量、降水確率、気温、曜日、月日、
休日を入力データとして交通事故件数と重大事故件数
を予測します（図－3）。

入力データを用いた学習の結果、予測精度は60から
80％程度で、今後、交通量、道路工事、視程や降水の
種類（雨・雪）等のデータを追加した場合の精度を検
証し、精度向上を目指すと報告がありました。

 

三つ目は、カナダ・オンタリオ州トロントのヨー
ク地区における車両位置自動特定（AVL: Automatic 
Vehicle Location）システムの紹介です。ヨーク地区
では、2002年からGPSで維持管理作業車の位置を把
握・管理してきましたが、冬期道路の安全性をさらに
向上させることを目指し、除雪プラウ・散布の状態、
ビデオ画像等も取得するAVLシステムの開発を進め
ています。ウェブ上で様々な情報を閲覧できるアプリ
ケーションを作成し（図－4）、さらに、気象、交通量、
交通事故等のデータと統合して各種分析を行うことを
目指していると報告がありました。

５．展示

会議期間中、展示が行われました。出展団体数は約

写真－3　アルバータ州のRWIS開発の経緯

図－3　交通事故件数予測モデルの概念図

図－4　ウェブ・アプリケーションの画面
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300団体（速報値）で、各国のITSの取り組みを紹介
するとともに、自動車メーカーをはじめ、交通観測の
カメラおよびセンサー、ドライビング・シミュレータ
ー、処理ソフト等の展示が行われました（写真－4、
写真－5）。

また、展示会場に隣接して、米国運輸省（USDOT）
が推進するスマート・シティ・チャレンジの指定都市
およびスマート・シティ実現に取り組む都市が技術デ
モ等を行う、スマート・シティ・パビリオンが設けら
れました。

 

６．おわりに

会議に参加し、ITS技術の開発・展開スピードの速
さを実感することができました。会議では、“Break 
the silo”（ブレイク・ザ・サイロ）という言葉をよく
耳にしました。サイロとは、飼料や穀物などの貯蔵庫
ですが、ビジネスでは、業務プロセス等が外部との連
携を持たずに独立（孤立）している様、組織が縦割構
造になっていて各部門の活動が連動を欠いている状態
を指します。自動車と救急医療分野の連携4）、家電メ

ーカーが電気自動車開発に着手する5)など、従前とは
異なる業種のITS分野への参入が進み、新たな業種間
連携が生まれています。このような変化に対応し、ま
た、変化を起こすため、業務プロセスや組織体制、組
織間連携のあり方も変化が必要という考え方で、この
潮流はますます加速し、その結果、ITS技術の開発も
さらに加速していくだろうと感じました。

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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