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New Technical Report

1.まえがき

高度道路交通システム（ITS ：
Intelligent Transport Systems）とは，
人（歩行者を含む）と道路と車輛の間
で適切に情報をやりとりし，安全性の
向上，輸送効率の向上，快適な運転・
歩行環境などの提供を目指すシステム
である（図1）．

標語的には，ITSが実現する車は
「スマート・カー」，道路は「スマー
ト・ウェイ」，その間を結ぶ情報通信
システムは「スマート・ゲートウェ
イ」と呼ばれる．
本稿ではこれらのうち，公衆移動通
信を活用してITSサービスを実現する
際の考え方および具体例を紹介する
[1]，[2]．

2. ITSの概要

日本のITSの全体像を図2，推進体
制を図3，開発分野およびサービスを
表1，実現手段の体系を図4に示す
[1]，[2]．
ITSにおけるサービスを提供する事
業者としては，道路を管理する国や地
方自治体の機関，バスやタクシーの事
業者，警察，病院，更には一般の交通
情報提供者などがある．
また，ITSのユーザはさまざまな形
態の自動車や歩行者であり，両者間を
高機能な情報流通のパイプにより，ス
ムーズに結びつけることが情報通信シ
ステム提供者の役割である．
ITSのサービスを提供するための通
信メディアで大きな役割を果たすのが
移動通信であり，次のように分類され
る．
・狭域通信（DSRC：Dedicated
Short Range Communication）と
呼ばれるようなITS専用の電波を
使うもの（ITS専用通信）

・警察無線やタクシー無線など，各
事業者などに割り当てられた電
波を使うもの（自営通信）

・ドコモのような公衆通信事業者が
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高度道路交通システム（ITS： Intelligent Transport Systems）は，従来の構想の段
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の音声中心のサービスから，モバイルマルチメディアサービスへの飛躍が顕著である．
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提供するもの（公衆移動通信）
郵政省の予測によると，2015年まで
のITSの市場規模は，累計で約60兆円

とされている．内訳は，ITSの情報通
信サービスが約30兆円，端末機器が
約19兆円，ITS情報通信システムが約

11兆円である[2]．
ITSの実用化は着々と進んでいる．

ETC（ETC：Electronic Toll Collection
System）などのように，2000年4月か
ら本格的な試験が開始されたものもあ
れば，すでに商用サービスが開始され
ているものもある．iモード対応通信
カーナビやパケット通信を使用した商
用車などの運行管理，ならびにPHS
などを使った歩行者位置把握などは後
者の例である．

3.ドコモの2010年ビジョン
における位置づけ

「ドコモ2010年ビジョン─モバイ
ル・フロンティアへの挑戦─」[3]の
中においては，ITSが実現する車や歩
行者に対するナビゲーションが今後の
移動通信の大きな柱の一つとして位置
づけられている．
携帯電話およびPHSの加入累計数

は，現在約6,000万であるが，今後約
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8,000万付近で次第に飽和してくると
予測されている（表2）．
このような傾向にある加入者数を，

これまでと同じペース，あるいはさら
に加速度的に増やすことが大きな課題
であるが，そのための有望な市場がイ
ンターネットをはじめとするデータ通
信，あるいは非音声系の通信市場であ
り，その1つの分野としてITSがある．
特に，位置情報と組み合わせた車や
歩行者に対するナビゲーションは市場
が大きい．車関連の通信情報としては
各種のものが考えられるが，潜在的通
信市場としては双方向通信カーナビが
最も大きく，約4,000万と推定されて
いる（表2）．

4.現行の公衆通信を活用
したITSサービスの具
体例

ITSの9つある開発分野のうち，公
衆移動通信を積極的に活用できる分野
は以下のとおりである．
・ナビゲーションシステムの高度化
・公共交通の支援
・商用車の効率化
・歩行者などの支援
・緊急車輛の運行支援
次項において，その具体例を述べる．

4.1 ナビゲーションシステムの高度化

∏ メディアの比較
ナビゲーションシステムの高度化を
実現するメディアとしては，以下の3
つのものが考えられる．
・スタンドアローン型（パッケージ
メディア）：CD，DVDなど

・放送・同報型：ラジオ・TVおよ
び道路交通情報通信システム
（VICS：Vehicle Information and
Communication System）など

・通信型：公衆通信，自営通信など
これらのメディアの比較は表3のと
おりであり，実際には，それぞれのメ
ディアの特徴に応じて，複合的に活用
されていく．すなわち，DVDなどは
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大量の地図情報などの蓄積，一般的な
交通情報は放送・同報型，リアルタイ
ムの個人的な情報は通信型といった具
合である．
特に，公衆通信はすでに非常に大き
な加入者数を持ち，面的カバー率も大
きいため，遠方の情報を個々人のニー
ズに応じてリアルタイムに安価に入手
するのに大きな威力を発揮する．
π iモード対応カーナビゲーション
システム
iモード対応カーナビゲーションシ

ステム（iモードカーナビ）の概要を
図5に示す．
iモードカーナビは通常，iモード携
帯電話機として利用している端末を，

車の中に持ち込んでアダプタに差し込
むと，カーナビの画面にiモードのメ
ニューが表示されるものである．この
サービスを“iナビリンク”と呼称し，
iモードの付加機能の1つとして2000
年3月から提供を開始した．
iモードは，携帯電話のうえでなる

べく簡便にインターネットサービスな
どが受けられることを目的として開発
されており，契約者数は2000年8月末
現在で約1,100万加入，サイト数も約
2.1万となっている[4]．
一方，カーナビ市場も大きく発展し
ており，今後，年間約150万台以上の
勢いで販売が伸びていくと予想されて
いる．

ドコモでは，iモードカーナビのサ
ービスを提供するにあたって「1,000
台モニター」や「通信カーナビフォー
ラム」を行ってきた．
そこで得られた結論は，以下のとお
りである．
・通常のiモードの情報を車の中で
も使いたい

・通信カーナビに関わる料金は極め
て低くする必要がある

・車内での利用を考えると，接続時
間に応じて課金される回線交換
方式ではなく，送受した情報量に
応じて課金されるパケット方式
が望ましい
このため，iモードのコンテンツと

ネットワーク・端末をそのまま活用す
ることとした．
カーナビは車載用であるために，携
帯電話と比べて消費電力の制約は少な
く，ディスプレイの寸法も大きい．ま
た，全地球測位システム（GPS：
Global Positioning System）による位置
の検出機能も持つ．このため，iモー
ドとカーナビは補完関係にあり，カー
ナビの特徴である大型画面による表示
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などを活かしながら，インターネット
に代表される外部の通信ネットワーク
に接続すれば，これまで以上に豊富な
サービスが利用でき，ITSのサービス
が一段と広がる可能性がある．また，
iモードの加入者が約1,100万以上存在
するため，ここで培われたコンテンツ
や仕組みをそのまま使うことで，開発
のリスクやシステムの負担を低減で
き，結果的に料金面でのユーザの利便
性向上につながる．
iモードカーナビの基本機能は以下

のとおりである．
・iモードコンテンツのカーナビへ
の表示
・カーナビの位置情報を利用した
リアルタイム情報検索およびそ
れらに基づくルートガイダンス
・位置情報つきメールのやりとり
による車輛位置の把握

また，iモードの今後の新機能（Java
対応のエージェント機能など）と組み

合わせた各種新アプリケーションも検
討されている．
さらに，今後のiモードカーナビの

理想型として考えているのは，情報利
用のシームレス化（つなぎ目がないと
いうこと）である．
これまでは，車の内外，屋内・屋

外，オフィスと家庭ならびに一般車輛
と商用車輛などのそれぞれで，情報を
利用する手段は異なっていた．しかし
ながら，今後は携帯電話を通じて，ど
こにいても同じような使い勝手で情報
を連続的に利用できる環境を構築でき
る．例えば，自宅で得た情報を携帯電
話により，車の中に持ち込んでカーナ
ビに表示することにより，豊富な情報
をシームレスに利用することが可能と
なってくる．

4.2 商用車の効率化

トラックなど，商用車の運行管理の
効率化については，すでにDoPa（ド

ゥーパ）＊ 回線を使用した各種システ
ムが導入されている（図6）．すなわ
ち，車輛位置や積み荷の状態情報を
DoPaの回線を通じてセンタ側に送り，
そこで各車輛や各積み荷の全体状況を
把握する．一方でセンタからは，渋滞
情報などを配信したり，顧客の場所へ
の行先指示を出すことが可能になる．
その結果，車の利用効率が上がり，ひ
いては道路の混雑緩和にも役立つ．
また，商用車の運行管理の効率化を
図るうえで，iモードカーナビの仕組
みも適用可能である．iモードメール
などを活用することにより，安価かつ
迅速にシステムを構築することができ
るようになる．
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図6 商用車の効率化（トラックなどの運行管理サービス）

＊DoPa（ドゥーパ）：ドコモのパケット通信サービス
であるDoPaは，データ端末をPDC移動パケット通信
システム（ PDC－ P： PDC Mobile Packet Data
Communication System）のネットワークに接続し，
PPP（Point to Point Protocol）を用いてインターネット
や企業LANなどの外部ネットワークと接続するシステ
ムである．
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4.3 公共交通の支援

公共交通の支援としてはバス，タク
シーの運行管理の円滑化および顧客へ
の運行状況の情報提供がある．
運行管理に関しては，前述の商用車
の運行管理の効率化でも説明したよう
に，DoPa回線やiモードによる位置情
報収集が有効であり，到着時刻などの

顧客への情報配信については，iモー
ドを含む携帯電話などが活用される．

4.4 歩行者などの支援

日本のITSサービスの大きな特徴と
して，歩行者などの支援すなわち歩行
者ナビゲーションが挙げられる．
一般にITSといえば自動車という色

彩が強いが，歩行者に対する支援も重
要なサービスである．年輩者や年少
者，身体障害者に限らず，多くの歩行
者に対してナビゲーションや危険防止
などのサービスが今後順次提供される
と考えられる（図7）．
このようなサービスの実現には，歩
行者の位置情報の把握が不可欠にな
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る．位置情報の検出には，携帯電話の
基地局の情報を使う方法と，GPSの情
報を使う方法がある．
PHSでは100mから数百mおきに，

また携帯電話では約1km前後ごとに
基地局が設置されている．この情報を
使用することの利点は提供コストが安
価なことであり，ユーザがいる場所の
周囲の地図をダウンロードするといっ
たサービスを提供できるようになる．
一方，さらに精度を高めるために

は，GPSを使用する必要がある．現行
の方式では，GPS回路は，携帯情報端
末（PDA：Personal Digital Assistant）
などに内蔵され，かつGPSセンタで
正確な位置補正を行う方式が採用され
ている．この方式によって，数メート
ルから数十メートルの精度で歩行者の
ナビゲーションを行うことが可能とな
る．
これらのサービスを実現する基盤と
して，DLP（DoCoMo Location Plat-
form）と呼ばれるシステムが検討され
ている．このプラットフォームによっ
て提供される位置情報を使うことで，
歩行者が現在いる場所に関するさまざ
まな情報を提供したり，緊急時の通知
や老人や子供，ペットの位置確認など
も可能になる．

4.5 緊急車輛の運行支援

車の運転中に不幸にして交通事故な
どに遭った場合に，携帯電話から110

番や119番に連絡し，パトカーや救急
車の派遣を要請する場合がある．その
際に携帯電話が接続されている交換機
から近くの警察・消防に直通回線が常
に設定されているとは限らないため，
遠方の場所に着信し，派遣が遅れる可
能性がある．こうした事態を防止する
ため，車からの通報をセンタに集め，
車からの位置情報に基づいて事故現場
近くの警察・消防に転送するシステム
が考えられる（図8）．このサービスを
提供する会社として，イーコールジャ
パンñおよびñ日本緊急通報サービス
がある．

5. IMT－2000への対応

次世代移動通信（IMT －2000 ：
International Mobile Telecommunica-
tions－2000）が導入された場合，通信
回線の速度が非常に速くなるため，い
ままで以上に多彩なITSサービスが展
開できるようになる．通常のIMT－
2000サービスのほかに，ユーザの位置
などの付加情報と組み合わせるなどす
れば，さらに新たな可能性も開ける．
例えば，ユーザのいる場所や時刻に合
わせて，音楽や高精細静止画像，動画
像などが流れてくるサービスが考えら
れる．ただし，このようなマルチメデ
ィア情報を扱い出すと384kbit/sでも
足りなくなる可能性がある．したがっ
て，この時代においてもパッケージメ

ディア，放送・同報メディアおよび通
信メディアがそれぞれの特徴を活かし
ながら複合的に融合されて使用される
ものと考えられる．

6.あとがき

公衆網を活用したITSサービスの実
現法について紹介した．
今後，両者がうまくかみ合って飛躍
的に発展し，モバイルマルチメディア
サービスの1つの大きな柱となって拡
大・高度化していくことが期待され
る．
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