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　車は、人と人を結びつける移動手段、物資の輸送
手段であることをはじめ、さまざまな需要を満たし
ながら、社会の変化と共に進化してきた。
　一方、モビリティサービスの実現に必要な基本技
術の一つが車のコネクティビティ技術である。
　現在、新たなモビリティサービスが次々と生ま
れ、世界中で自動運転の実証実験や統合的な移動
サービス実現に向けたさまざまな関連技術の開発、
制度、規則づくり、社会的受容性検討などが進め

られている。
　ここでは、コネクティビティ技術の深堀ではなく、
社会を取り巻く交通・移動環境の変化の中で、どの
ような課題に対処して、新しい価値、サービスがコ
ネクティビティ技術を通じて実現されてきたのか、
そして現在の新たな取り組みや必要なコネクティビ
ティ技術について、どんな議論、検討がなされてい
るのかについて紹介したい。

　車をコネクテッドにすることで得られる価値は、
人と人、コミュニティ全体にとって社会生活を革新
する新たな価値であることが期待されている。
　これまでに車載機器間を接続するコネクティビ
ティ技術開発に取り組んできた車単独の進化から、
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　2.　コネクテッド・カーへの期待

車を社会のネットワークに組み込むことで得られる
社会システム全体のメリット追求に向けて、コネク
テッド・カーは進化してゆくことが期待されている。
すなわち、安全、渋滞緩和、環境、エネルギーといっ
たITSが取り組んできた課題克服への移動システム
としての車の最適化だけでなく、交通システムを担
う大きな要素として、社会的需要と個人のニーズを
マッチングさせた車のあり方を目指すことが、コネ
クテッド・カーに対する期待である。

　2017年度の日本の交通事故による死者数は、3,694
人であった。これは、1948（昭和23）年の統計開
始以降最小である。しかし、その中で高齢者事故比
率の増加が顕著になり、また人口減少による公共交
通手段の減少、運輸部門全般におけるドライバー不
足などが深刻化するなど、安全な交通の実現への課
題対策として、自動運転、特に高度安全運転支援シ
ステムへの期待が高まっており、関連する社会環境
づくりも併せて、取り組み検討が活発化している。
　また、世界では大都市への人口集中に向けた対応、
発展途上国での急激な車社会到来への新たな社会施
策など、持続的な取り組みが求められている。
　日本ではこれまで、世界に先駆けた安全かつ渋滞
緩和などを目指した道路交通情報提供システム
（JARTIC、VICS＊１）の全国展開を官民連携で進め、
カーナビゲーションへの情報提供などを含め、実用
化が進んだ。さらに、高速道路の自動料金収受シス
テム（ETC＊２）、安全運転支援システム(DSSS＊３お
よびITSスポットサービス)もFig.1で示すように実
用化された。近年になって、欧米においても路車間
通信（V2I、I2V）、車々間通信（V2V）の実証実験など、
協調型安全運転システムの実用化への取り組みが加
速してきた。これらのシステムは、コネクティビティ
技術としては、独立したシステムで構成されており、
データ、サービスも固定的であった。

　これまでに携帯電話を使ったカーナビ向けのサー
ビスも商品化されたが、物理的に専用車載機や車運
転時に携帯電話とのケーブル接続が必要など、追加

費用・工事・運転開始時の手間や動作保証された電
話機器を選ぶ必要があることなど、事業者、利用者
の双方でわずらわしく、さらにサービスが持続的魅
力に乏しいこともあり、広く普及するには至らな
かった。携帯電話の機種変更のサイクル（数カ月で
トップシェアが変わる市場）は、車載機器のライフ
サイクルと合致しないことが致命的であった。
　しかし今日では、スマートフォンなどで、個人と
個人、個人と巨大なサービスプロバイダを介した第
三者からの情報発信が簡単にできるようになり、ま
たWebアプリケーションを介した膨大なデータの
授受やIoTデバイスの進化などから、あらゆる多様
なビッグデータが処理可能となり、個々のニーズに
合致したサービス競争が行われている。
　一方、ITSの通信環境は、日本では5.8GHz帯の
狭帯域通信（DSRC）を用いたETC2.0サービス、
700MHz帯通信を使った安全運転支援サービスな
ど、ローカルな交通情報関連サービスを実現する
ための比較的小容量のデータ送受環境で実現され
ている。
　このように、従来のITSサービスとインターネッ
ト環境で実現してきたサービスは、本来は異種のも
のであり、同じ場で議論されることはなかった。し
かし、安全運転支援サービスの高度化、自動走行シ
ステムにおける高精度地図の必要性やディープラー
ニングで代表される機械的認識技術に至っては、移
動車両から得られる画像などのビッグデータを処理
する技術が基本となるため、必要手段として大容量
データ通信、クラウド処理技術の活用、さらにクラ
ウド処理か、エッジ処理すべきかなど、インター
ネット関連技術で進化してきた環境を用いた技術
開発、サービス構築が必要となってきた。このため、
ITSサービスで取り扱ってきた対象データ、通信容
量、処理技術だけでなく、インターネット関連技
術と急速に接近してきたのが、ここ数年の変化点
である。
　このため、高度安全運転システムの成果と協調型
ITSで培ってきた開発成果に加えて、インターネッ
ト環境を活用したクラウド応用技術、大規模データ
処理やAI技術を駆使して、Fig.2で示すように自動
運転の実現に向けた競争と協調の取り組みが行われ
ている。
　現在、車の「走る・止まる・曲がる」の基本機能は、
電子制御化が可能であり、すでに市販車として、導
入済みであることから、車の基本機能制御について
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probe data of private companies are aggregated and util ized as road traffic 
information during times of disaster.

のマネジメント技術は完了しているといってよい。
一方、交通法規を遵守した上で、どこへ行くのか、
走行環境を認識して、どのように安全かつ同乗者の
ニーズに合わせて走るか、については、ドライバー
の意志判断にかかっている。
　この運行計画、環境認識、安全走行指示の部分（認
知、判断）が、Fig.3で示すように、自動走行シス
テムの重要なターゲットであり、AI要素が大きく
寄与することとなった。
　このことから、自動運転の世界で先頭に立ってい
る企業がWaymo（ウェイモ：自動運転開発を担う

Googleの子会社）などであるということが実態を
物語っており、Fig.4で示す自動化レベルにおける
レベル3以上の自動運転の実用化が近づく中で、関
連技術の動向含めて、企業間の協力・連携の構図が、
国際的に大きな転換点を迎えており、ビジネス環境
としても、国際的に重要な岐路に立っている。

　これまでは、車載機器とモバイル機器あるいは
インフラ接続では、当事者間でクローズドなハー
ドウェア、ソフトウェアのI/F条件を整合させるこ

とで支障がなかった。しかし、現在の課題は、通
信インフラとしてインターネット技術に影響を受
けるオープンなコネクティビティ技術を考慮せざ
るを得ないため、いわゆる垂直統合的な開発環境
は描けない。
　そこで、これまでに取り組まれてきた車載機器間
のコネクティビティ技術が、モバイル技術、インター
ネット環境と融合することで生み出されるサービス
と課題についてみてみたい。
　5-1　車載機器システムの統合マネジメント
　1970年代後半から、コンピュータ（CPU）性能
の向上と微細加工技術の進化、さらに車載環境に適
合できる高信頼性技術が徐々に確立されて、車に電
子制御技術が本格的に導入されるようになった。こ
れによって、エンジンやトランスミッションを含め、
あらゆる制御機能が、いわゆるCPU制御化された。
また、それぞれの機器間でセンサー情報の共有化や
制御用データ、診断機能の充実などの必要性が高ま
り、車載機器間のデータ通信が重要となり、その方
式も各種生まれたが、最終的にいくつかの国際標準
規格になるなど、順次淘汰されて今日に至っている。
　これらの通信技術は、配線ケーブルを介して機器を接
続していることから、ブレーキ制御はBrake-by-wireと
呼ばれ、パワートレイン制御については、Drive-by-wire
と呼ばれるなど、一般車両にも普及するロバスト性
を確保した技術となっている。
　このようにして、車の基本機能である「走る、止
まる、曲がる」を制御する技術が、すでに信頼性の
高い通信技術として確立している。ケーブル接続に
も外乱の影響、通信障害はあるため、冗長性を適度
に持った多重系システムとして設計されるなどの配
慮も施されている。安全運転支援システム、自動運
転の制御システムの設計では、これまでより複雑化

するが、基本的な設計思想は踏襲される。
　5-2　モバイル機器の活用
　一方、エンターテイメントに関わる通信技術は、
音楽、映像、あるいはメール、SNSなどの個人とし
て楽しむデータを車内機器にコンテンツとして取り
込む、あるいはカーナビゲーション用の地図データ、
さまざまなコンテンツ情報を取り込む、などの目的
で、データ通信、フォーマット形式、機器間インター
フェイスの設計が個別に行われてきた。
　これらは、OEM側で採否決定できる制御系とは
異なり、外的要因によって比較的頻度高く仕様変更
要求が後追いで出てくるなど、対応に苦慮するもの
も多かった。そんな中、通信型カーナビゲーション
としてスタートしたサービスが、高級車の差別化か
ら導入が始まり、やがて一般車にも展開され、現在
では、顧客とのコネクティブなツールとして定着し
たが、ここまでには多くの課題解決が必要であった。
　やがて、スマートフォンの時代となり、高速通信
が、Wi-FiやBluetoothで、モバイル機器間共通の
I/Fで通信が可能となり、通信規約のバージョン変
更にも、アップデート対応可能な環境とすることで、
ある程度の変化には対処できる通信環境となった。
　そして、スマートフォンを介した車載機器の操作
機能をアプリケーションとして提供するものも出て
きた。その代表的なものが、AppleのCarPlay、
GoogleのMirrorLink、Android Autoなどである。
これらによって、エンターテイメント系の車載環境
は、徐々にスマートフォンとの親和性を高めている。
一方で車載機器を通じてユーザが選択、操作した情
報などが、アプリケーションを介して、巨大クラウ
ドでのデータ蓄積、分析が可能となり、それを基に
したユーザーへの適切な提案ができるシステムへと
つながり、個人ニーズに適合したサービスの進化へ

の可能性が広がってい
るが、一方では個人情
報の管理、セキュリ
ティ課題などが懸念さ
れている。
　今日、OEMは、車載
機器のハードを一定の
I/F条件を満たすように
準備して、ユーザーと
アプリケーション提供
事業者に利用環境とし
て提供することができ

シーの議論があり、一つの信頼できるドメインだけ
を定める方向性を示している。
　一方、最近の研究では、先に例示したブロックチェ
イン技術を使った分散型管理台帳方式を用いること
で、管理ドメインを一本化しない手法が優位ではな
いかという議論もある。これらの新技術やアプリ
ケーションは、既存の車業界だけでなく、新規事業
者にとって大きなチャンスとして捉えられている。
　異分野技術連携や巨大クラウド事業者からのビッ
グデータ処理基盤、多様なAPIやデータ処理環境
などの提供がホットな話題になっており、今後のコ
ネクティビティ技術は、サービス軸の進化と合わせ
て、次々と新しい技術の導入、管理システムなどが
生まれてくると考えられる。

　さまざまな主体者が連携したエコでスマートな社
会を築くには、ここまでに述べてきたように、異な
る事業分野の連携が必須であり、その前に同業種で
の協調的な連携が必要であろう。
　ここで、ドライバーへの新たな交通情報サービス
として、各民間事業者が導入していた通信型カーナ
ビゲーションから得られる車の位置情報であるプ
ローブデータを、災害時に協調してITS Japanに集
約し、災害時の道路通行実績情報として、一般に情
報提供した事例について紹介する。
　プローブデータは、走行した道路をトレースした
情報であるため、ドライバーが利用した道路をつぶ

さに把握できる。ここでは、災害時に通った道路ルー
トを、各社のプローブデータを集約することで、デー
タの密度を上げて地図上にマッピングし、通行実績
情報として活用した事例である。車の位置、走行ルー
トのデータは、コネクテッド・カーから得られるビッ
グデータとして、今後も移動サービス構築への基礎
データとなる。そして、データ保有者を越えて協調
できる基盤データとして活用できれば、さらに意義
ある価値につながる可能性がある。
　8-1　経緯
　2011年3月11日に発生した東日本大震災時には、
ITS Japanで、各社のプローブ情報を集約して通行
実績情報として一般向けに情報提供した。
　この時は、Fig.8で示すように、乗用車プローブ
事業者4社（本田技研工業（株）、パイオニア（株）、
トヨタ自動車（株）、日産自動車（株））のデータを集
約した通行実績情報であったが、その後、国土地理
院で集約された通行止情報を重ね合わせた「通行実
績・通行止情報」を一般利用者に向けてITS Japan
のWebサイトで公開することができた
　この活動は、事前の合意やシステム構築ができて
いたわけではなかった。その当時、ITS Japanが参
画していた総合科学技術会議社会還元加速プロジェ
クトのITSタスクフォースにおいて、Fig.9のよう
に各社のプローブ情報を統合的に集約する試みをし
ていたことで、具体的なデータ集約と、そのデータ
の力を把握していたことが、震災時のアクションに
つながった。

　さらに、これまでに防災科学技術研究所の川崎ラ
ボラトリで行われた2004年新潟県中越地震につい
ての先行的研究では、災害発生後の車両の通行実績
であるプローブデータを道路地図上にプロットし
て、その軌跡を追うと、通過できない道路で車がU
ターンしている箇所があることを捉えていた10）。ま
た、それらの学術分野で研究されていたプローブ利
活用の研究成果を踏まえて、Fig.10で示すように実
サービスとして取り組み始めていた本田技研工業
（株）のインターナビ・プレミアムクラブでの運用
実績を情報共有すると同時に、各社の理解、協力を
得て始めることができた。
　このような経緯に加え、省庁をはじめとする国の
関係機関とも早期に意思疎通が図れたことも重な
り、東日本大震災における災害時通行実績情報の提
供活動につなげることができた12）。
　8-2　取り組みの効果と課題認識
　東日本大震災時の取り組みでは、事前合意もない
中、一部関係者の想い先行で準備を進めたが、デー
タ提供各社や関係省庁が一体となった取り組みがで
きた。その結果の社会的インパクトとしては、
　①ビッグデータ（プローブ情報）による可視化
　②官民情報連携（通行止情報＋通行実績）
　③災害時の救援・支援ルート検討材料の提供

などであったが、その後のビッグデータ利活用、官
民連携の事例として取り上げられることになったこ
とが、最も意義があったと考える。
　この災害時通行実績情報が有効であることは、道
路交通情報に関わる方々には十分理解されていた。
すなわち、日本の交通情報提供可能な道路は、渋滞
等の発生が懸念される大都市中心であること、一方、
災害は場所を選ばず、あらゆるところで発生するた
め、現場の通行実態、道路実態を把握する手段とし
て、プローブ情報が有効であるということだった。
　そこで、ITS Japanは、しかるべき組織がこのよ
うな網羅的な道路交通情報を把握して、災害時に情
報提供を適時行えるようになるまで、このシステム
を持続せざるを得ないと考えて、各社の理解協力を
得て、プローブデータの収集から通行実績情報の生
成までの一連の作業を自動化することとした。
　8-3　災害時通行実績情報システム構築と運用
　東日本大震災時には、民間が保有する乗用車のプ
ローブ情報を統合して、通行実績情報とした。この
通行実績情報は、被災地周辺の道路の通行状況の把
握、被災者の救援活動、物資輸送における経路検討
などで活用できたが、今後も大災害が起きることは
懸念されたため、改善すべき内容を盛り込んだ
Fig.11に示すシステムを構築した。
　具体的には、2012年度実施の総務省調査研究プロ
ジェクトとして、乗用車に加えてタクシーやトラッ
クのプローブ情報を保有する各社の協力を得て、自
動的にシステムを立ち上げるしくみを構築したこと
により、機動力が大きく向上した。
　そのシステム改善後、Fig.12で示すように2年間
で6回の大規模災害事象が発生し、システムを稼動
することとなった。
　この対応の中で、2014年8月の広島地区での豪雨
災害では、近年増大している異常気象に起因した集
中豪雨による土砂災害であったため、災害発生しそ
うな場所や規模を把握して、システム起動の必要性、
情報提供範囲をわれわれが判断することは、極めて
困難であった。
　このように豪雨災害時は、われわれの提供する災
害時通行実績情報は、一般の移動者への情報提供を
兼ねていることから、状況が流動的で不安定なタイ
ミングでの情報提供にならないように苦慮した。
　8-4　災害時情報提供サービスの広がり
　その後も大規模災害は続き、2016年4月14日の
震度7の熊本地震については、気象庁の地震通報を

る。つまり、「走る、止まる、曲がる」という車の
基本機能はゲートを閉ざし、エンターテイメントな
環境は、比較的オープンにすることができる。
　車の安全に関わる部分は、車両として保障し、エ
ンターテイメントな部分はユーザの自己責任が問わ
れるということで単純に切り分けられればよいが、
現実問題として、ネットワークの弱点を突いたイン
ターネット経由のハッキングによるブレーキやアク
セル操作など、車の制御系へのサイバー攻撃の事例
もあり、セキュリティ設計については、引き続き大
きな課題となっている。

　これまで述べたような環境変化の中で、安全運転
支援システムや自動運転のレベル2が実用化され、
2020年代初頭にはレベル3が市場に出てくるといわ
れており、コネクテッド・カーを取り巻くビジネス
環境は、今後さらに大きく進展することが期待され
ている。一方、Waymoなどでは、レベル4以上の
自動運転の市場投入準備が進んでおり、一気に新し
いモビリティ環境が創造されることも考慮した上
で、今後の関連産業や事業対応を戦略的に進めてゆ
くことが必要との見方もある。
　このコネクテッド・カーの将来については、欧米
および日本で政府、国際標準化団体などを通じて、
連携しながら進められており、具体的な市場導入に
対する社会的受容性、ビジネス・インパクトなど、
あらゆる懸念事項への検討が進められている。
　欧州では、ビッグデータ活用による市場形成の
流れをリードしている巨大クラウド事業者への危
機感があり、域内市場を守る必要性から、EU戦略
（Digital Single Market）を立てて、域内個人デー
タを厳格に守るしくみとしての一般データ保護規則
（GDPR）を運用するなど、データ戦略が進んでいる。
また、コネクテッド・カー、自動運転に関しては、
Horizon2020の中で7つの社会課題の一つである交
通テーマの中で、大きなイノベーションにつながる
研究テーマとして続けられている。自動運転のロー
ドマップや戦略の調整は、自動車業界のステークホ
ルダーで構成された団体であるGEAR2030で検討
されており、Fig.5のように多くのプロジェクトが
連携しながら進められている。
　この中で、例えば通信技術については、セルラー
系のV2XとIEEE802.11pに準拠した5.9GHz帯との
攻防が続いている。これは、今後登場する5Gに拡

張性が期待されていること、当面は5.9GHz帯が安
全性に関するITSに割り当てられていることなどか
ら、それぞれの優位性立証が盛んに行われており、
従来型の路側インフラ必須のITSで進めるか、セル
ラー系でゆくかという攻防でもある。
　北米では、ITS推進計画として、Fig.6のように
ITS Strategic Plan（2015-2020）があり、中でも具
体的な都市フィールドでの社会に役立つITS実証へ
の取り組み、Smart City実現へのアプローチにシ
フトしている。具体的にはUSDOTが進めるSmart 
City Challengeの中で、最終選定されたコロンバス
市などを中心に、コネクティビティ技術、自動運転
関連の取り組みが進められている。その実験フィー
ルドとなる各州では、立法、規制を整備して、実証
実験を受け入れている。
　ここでも通信技術に関しては、欧州と同様の議
論があり、5.9GHz帯のDSRCか、C-V2X（Cellular 
Vehicle to Everything）かの議論が尽きない。ここ
では、具体的な分析はしないが、このような技術
論からの優劣比較は、パフォーマンス上は明確にな
るが、サービスとのマッチングで本来の採否は決ま
るべきものである。すなわち、スマートシティ実現
の要素として、交通システムがどのように位置づけ
られ、新たな移動システムにおいて必要とされる、
どのようなコネクティビティ技術が用いられるかが
重要である。
　日本では、内閣府のSIP自動走行システムを中心
として、関係府省庁とともに海外含めた民間各社、
研究機関などが参画して、自動運転に関連するさま
ざまな実証実験が2014年度から始まり、技術面の
検証、制度面、社会的受容性などの検討が進められ
ている。
　この中で、交通関連情報を静的データから動的
データまでを一元的に取り扱えるFig.7に示すダイ

ナミックマップの考え方に基づいたデータ共有基盤
の検討が進められている。このダイナミックマップ
として定義されている静的データは、高精度地図な
どの基盤情報であるが、準動的あるいは動的データ
として利活用される情報には、高度な運転支援サー
ビスとの連携など、将来的発展の要素を含んでいる。

　海外では、カーシェアリングやライドシェアリン
グなどが新しい移動サービスとして現実になってお
り、それによるタクシー事業への影響や公共交通へ
のインパクトが新たな課題となっている。
　さらに、MaaS（Mobility as a Service）と呼ばれる、
さまざまな移動手段と利用頻度を組み合わせて、
月額負担を選択させるサービスなども実用化されて
きた。
　また、シェアリング事業者を介さないで、ローカ
ルなコミュニティを形成して、ブロックチェイン技

術によるコミュニティ内合意によるセキュアなシス
テム運用が可能といわれており、その場合、いわゆ
る元締めとなる第3者の事業者に管理されない共同
体運営なども考えられる。
　海外でSmart Cityの実現に向けて取り組まれて
いる移動手段と移動サービスは、それぞれの都市、
地域に合わせた多様な移動手段の組み合わせを前提
としており、これらをコネクティビティ技術適用の
アプリケーションとして実現するには、それに必要
なデータ利活用基盤、ビッグデータ収集用の通信手
段、セキュリティ技術などを構築する必要がある。
ここで従来と比べて著しく異なるのは、データの量
とセキュリティ確保の難しさである。
　データ量は、リアルタイムの走行中のカメラ動画
などを想定すればわかるように、数GB/secで生成
される画像データをそのままクラウドに送信するこ
とは、通信コストに合わないため、車側で処理した
結果をクラウド、もしくはモバイルエッジ側に送る

などの処理系を考慮す
る必要が出てくる。
　また、セキュリティ
については、GDPRな
どへの対応、データ、
アプリケーション全体
の保護など、高度なセ
キュリティシステムを
導入する必要がある。
　欧州委員会では、
C-ITS取り組みの中で、
セキュリティ・ポリ
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　車は、人と人を結びつける移動手段、物資の輸送
手段であることをはじめ、さまざまな需要を満たし
ながら、社会の変化と共に進化してきた。
　一方、モビリティサービスの実現に必要な基本技
術の一つが車のコネクティビティ技術である。
　現在、新たなモビリティサービスが次々と生ま
れ、世界中で自動運転の実証実験や統合的な移動
サービス実現に向けたさまざまな関連技術の開発、
制度、規則づくり、社会的受容性検討などが進め

られている。
　ここでは、コネクティビティ技術の深堀ではなく、
社会を取り巻く交通・移動環境の変化の中で、どの
ような課題に対処して、新しい価値、サービスがコ
ネクティビティ技術を通じて実現されてきたのか、
そして現在の新たな取り組みや必要なコネクティビ
ティ技術について、どんな議論、検討がなされてい
るのかについて紹介したい。

　車をコネクテッドにすることで得られる価値は、
人と人、コミュニティ全体にとって社会生活を革新
する新たな価値であることが期待されている。
　これまでに車載機器間を接続するコネクティビ
ティ技術開発に取り組んできた車単独の進化から、
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車を社会のネットワークに組み込むことで得られる
社会システム全体のメリット追求に向けて、コネク
テッド・カーは進化してゆくことが期待されている。
すなわち、安全、渋滞緩和、環境、エネルギーといっ
たITSが取り組んできた課題克服への移動システム
としての車の最適化だけでなく、交通システムを担
う大きな要素として、社会的需要と個人のニーズを
マッチングさせた車のあり方を目指すことが、コネ
クテッド・カーに対する期待である。

　2017年度の日本の交通事故による死者数は、3,694
人であった。これは、1948（昭和23）年の統計開
始以降最小である。しかし、その中で高齢者事故比
率の増加が顕著になり、また人口減少による公共交
通手段の減少、運輸部門全般におけるドライバー不
足などが深刻化するなど、安全な交通の実現への課
題対策として、自動運転、特に高度安全運転支援シ
ステムへの期待が高まっており、関連する社会環境
づくりも併せて、取り組み検討が活発化している。
　また、世界では大都市への人口集中に向けた対応、
発展途上国での急激な車社会到来への新たな社会施
策など、持続的な取り組みが求められている。
　日本ではこれまで、世界に先駆けた安全かつ渋滞
緩和などを目指した道路交通情報提供システム
（JARTIC、VICS＊１）の全国展開を官民連携で進め、
カーナビゲーションへの情報提供などを含め、実用
化が進んだ。さらに、高速道路の自動料金収受シス
テム（ETC＊２）、安全運転支援システム(DSSS＊３お
よびITSスポットサービス)もFig.1で示すように実
用化された。近年になって、欧米においても路車間
通信（V2I、I2V）、車々間通信（V2V）の実証実験など、
協調型安全運転システムの実用化への取り組みが加
速してきた。これらのシステムは、コネクティビティ
技術としては、独立したシステムで構成されており、
データ、サービスも固定的であった。

　これまでに携帯電話を使ったカーナビ向けのサー
ビスも商品化されたが、物理的に専用車載機や車運
転時に携帯電話とのケーブル接続が必要など、追加

費用・工事・運転開始時の手間や動作保証された電
話機器を選ぶ必要があることなど、事業者、利用者
の双方でわずらわしく、さらにサービスが持続的魅
力に乏しいこともあり、広く普及するには至らな
かった。携帯電話の機種変更のサイクル（数カ月で
トップシェアが変わる市場）は、車載機器のライフ
サイクルと合致しないことが致命的であった。
　しかし今日では、スマートフォンなどで、個人と
個人、個人と巨大なサービスプロバイダを介した第
三者からの情報発信が簡単にできるようになり、ま
たWebアプリケーションを介した膨大なデータの
授受やIoTデバイスの進化などから、あらゆる多様
なビッグデータが処理可能となり、個々のニーズに
合致したサービス競争が行われている。
　一方、ITSの通信環境は、日本では5.8GHz帯の
狭帯域通信（DSRC）を用いたETC2.0サービス、
700MHz帯通信を使った安全運転支援サービスな
ど、ローカルな交通情報関連サービスを実現する
ための比較的小容量のデータ送受環境で実現され
ている。
　このように、従来のITSサービスとインターネッ
ト環境で実現してきたサービスは、本来は異種のも
のであり、同じ場で議論されることはなかった。し
かし、安全運転支援サービスの高度化、自動走行シ
ステムにおける高精度地図の必要性やディープラー
ニングで代表される機械的認識技術に至っては、移
動車両から得られる画像などのビッグデータを処理
する技術が基本となるため、必要手段として大容量
データ通信、クラウド処理技術の活用、さらにクラ
ウド処理か、エッジ処理すべきかなど、インター
ネット関連技術で進化してきた環境を用いた技術
開発、サービス構築が必要となってきた。このため、
ITSサービスで取り扱ってきた対象データ、通信容
量、処理技術だけでなく、インターネット関連技
術と急速に接近してきたのが、ここ数年の変化点
である。
　このため、高度安全運転システムの成果と協調型
ITSで培ってきた開発成果に加えて、インターネッ
ト環境を活用したクラウド応用技術、大規模データ
処理やAI技術を駆使して、Fig.2で示すように自動
運転の実現に向けた競争と協調の取り組みが行われ
ている。
　現在、車の「走る・止まる・曲がる」の基本機能は、
電子制御化が可能であり、すでに市販車として、導
入済みであることから、車の基本機能制御について

　3.　現在の交通社会とコネクテッド・サービス

　4.　車を取り巻く環境変化

のマネジメント技術は完了しているといってよい。
一方、交通法規を遵守した上で、どこへ行くのか、
走行環境を認識して、どのように安全かつ同乗者の
ニーズに合わせて走るか、については、ドライバー
の意志判断にかかっている。
　この運行計画、環境認識、安全走行指示の部分（認
知、判断）が、Fig.3で示すように、自動走行シス
テムの重要なターゲットであり、AI要素が大きく
寄与することとなった。
　このことから、自動運転の世界で先頭に立ってい
る企業がWaymo（ウェイモ：自動運転開発を担う

Googleの子会社）などであるということが実態を
物語っており、Fig.4で示す自動化レベルにおける
レベル3以上の自動運転の実用化が近づく中で、関
連技術の動向含めて、企業間の協力・連携の構図が、
国際的に大きな転換点を迎えており、ビジネス環境
としても、国際的に重要な岐路に立っている。

　これまでは、車載機器とモバイル機器あるいは
インフラ接続では、当事者間でクローズドなハー
ドウェア、ソフトウェアのI/F条件を整合させるこ

とで支障がなかった。しかし、現在の課題は、通
信インフラとしてインターネット技術に影響を受
けるオープンなコネクティビティ技術を考慮せざ
るを得ないため、いわゆる垂直統合的な開発環境
は描けない。
　そこで、これまでに取り組まれてきた車載機器間
のコネクティビティ技術が、モバイル技術、インター
ネット環境と融合することで生み出されるサービス
と課題についてみてみたい。
　5-1　車載機器システムの統合マネジメント
　1970年代後半から、コンピュータ（CPU）性能
の向上と微細加工技術の進化、さらに車載環境に適
合できる高信頼性技術が徐々に確立されて、車に電
子制御技術が本格的に導入されるようになった。こ
れによって、エンジンやトランスミッションを含め、
あらゆる制御機能が、いわゆるCPU制御化された。
また、それぞれの機器間でセンサー情報の共有化や
制御用データ、診断機能の充実などの必要性が高ま
り、車載機器間のデータ通信が重要となり、その方
式も各種生まれたが、最終的にいくつかの国際標準
規格になるなど、順次淘汰されて今日に至っている。
　これらの通信技術は、配線ケーブルを介して機器を接
続していることから、ブレーキ制御はBrake-by-wireと
呼ばれ、パワートレイン制御については、Drive-by-wire
と呼ばれるなど、一般車両にも普及するロバスト性
を確保した技術となっている。
　このようにして、車の基本機能である「走る、止
まる、曲がる」を制御する技術が、すでに信頼性の
高い通信技術として確立している。ケーブル接続に
も外乱の影響、通信障害はあるため、冗長性を適度
に持った多重系システムとして設計されるなどの配
慮も施されている。安全運転支援システム、自動運
転の制御システムの設計では、これまでより複雑化

するが、基本的な設計思想は踏襲される。
　5-2　モバイル機器の活用
　一方、エンターテイメントに関わる通信技術は、
音楽、映像、あるいはメール、SNSなどの個人とし
て楽しむデータを車内機器にコンテンツとして取り
込む、あるいはカーナビゲーション用の地図データ、
さまざまなコンテンツ情報を取り込む、などの目的
で、データ通信、フォーマット形式、機器間インター
フェイスの設計が個別に行われてきた。
　これらは、OEM側で採否決定できる制御系とは
異なり、外的要因によって比較的頻度高く仕様変更
要求が後追いで出てくるなど、対応に苦慮するもの
も多かった。そんな中、通信型カーナビゲーション
としてスタートしたサービスが、高級車の差別化か
ら導入が始まり、やがて一般車にも展開され、現在
では、顧客とのコネクティブなツールとして定着し
たが、ここまでには多くの課題解決が必要であった。
　やがて、スマートフォンの時代となり、高速通信
が、Wi-FiやBluetoothで、モバイル機器間共通の
I/Fで通信が可能となり、通信規約のバージョン変
更にも、アップデート対応可能な環境とすることで、
ある程度の変化には対処できる通信環境となった。
　そして、スマートフォンを介した車載機器の操作
機能をアプリケーションとして提供するものも出て
きた。その代表的なものが、AppleのCarPlay、
GoogleのMirrorLink、Android Autoなどである。
これらによって、エンターテイメント系の車載環境
は、徐々にスマートフォンとの親和性を高めている。
一方で車載機器を通じてユーザが選択、操作した情
報などが、アプリケーションを介して、巨大クラウ
ドでのデータ蓄積、分析が可能となり、それを基に
したユーザーへの適切な提案ができるシステムへと
つながり、個人ニーズに適合したサービスの進化へ

の可能性が広がってい
るが、一方では個人情
報の管理、セキュリ
ティ課題などが懸念さ
れている。
　今日、OEMは、車載
機器のハードを一定の
I/F条件を満たすように
準備して、ユーザーと
アプリケーション提供
事業者に利用環境とし
て提供することができ

シーの議論があり、一つの信頼できるドメインだけ
を定める方向性を示している。
　一方、最近の研究では、先に例示したブロックチェ
イン技術を使った分散型管理台帳方式を用いること
で、管理ドメインを一本化しない手法が優位ではな
いかという議論もある。これらの新技術やアプリ
ケーションは、既存の車業界だけでなく、新規事業
者にとって大きなチャンスとして捉えられている。
　異分野技術連携や巨大クラウド事業者からのビッ
グデータ処理基盤、多様なAPIやデータ処理環境
などの提供がホットな話題になっており、今後のコ
ネクティビティ技術は、サービス軸の進化と合わせ
て、次々と新しい技術の導入、管理システムなどが
生まれてくると考えられる。

　さまざまな主体者が連携したエコでスマートな社
会を築くには、ここまでに述べてきたように、異な
る事業分野の連携が必須であり、その前に同業種で
の協調的な連携が必要であろう。
　ここで、ドライバーへの新たな交通情報サービス
として、各民間事業者が導入していた通信型カーナ
ビゲーションから得られる車の位置情報であるプ
ローブデータを、災害時に協調してITS Japanに集
約し、災害時の道路通行実績情報として、一般に情
報提供した事例について紹介する。
　プローブデータは、走行した道路をトレースした
情報であるため、ドライバーが利用した道路をつぶ

さに把握できる。ここでは、災害時に通った道路ルー
トを、各社のプローブデータを集約することで、デー
タの密度を上げて地図上にマッピングし、通行実績
情報として活用した事例である。車の位置、走行ルー
トのデータは、コネクテッド・カーから得られるビッ
グデータとして、今後も移動サービス構築への基礎
データとなる。そして、データ保有者を越えて協調
できる基盤データとして活用できれば、さらに意義
ある価値につながる可能性がある。
　8-1　経緯
　2011年3月11日に発生した東日本大震災時には、
ITS Japanで、各社のプローブ情報を集約して通行
実績情報として一般向けに情報提供した。
　この時は、Fig.8で示すように、乗用車プローブ
事業者4社（本田技研工業（株）、パイオニア（株）、
トヨタ自動車（株）、日産自動車（株））のデータを集
約した通行実績情報であったが、その後、国土地理
院で集約された通行止情報を重ね合わせた「通行実
績・通行止情報」を一般利用者に向けてITS Japan
のWebサイトで公開することができた
　この活動は、事前の合意やシステム構築ができて
いたわけではなかった。その当時、ITS Japanが参
画していた総合科学技術会議社会還元加速プロジェ
クトのITSタスクフォースにおいて、Fig.9のよう
に各社のプローブ情報を統合的に集約する試みをし
ていたことで、具体的なデータ集約と、そのデータ
の力を把握していたことが、震災時のアクションに
つながった。

　さらに、これまでに防災科学技術研究所の川崎ラ
ボラトリで行われた2004年新潟県中越地震につい
ての先行的研究では、災害発生後の車両の通行実績
であるプローブデータを道路地図上にプロットし
て、その軌跡を追うと、通過できない道路で車がU
ターンしている箇所があることを捉えていた10）。ま
た、それらの学術分野で研究されていたプローブ利
活用の研究成果を踏まえて、Fig.10で示すように実
サービスとして取り組み始めていた本田技研工業
（株）のインターナビ・プレミアムクラブでの運用
実績を情報共有すると同時に、各社の理解、協力を
得て始めることができた。
　このような経緯に加え、省庁をはじめとする国の
関係機関とも早期に意思疎通が図れたことも重な
り、東日本大震災における災害時通行実績情報の提
供活動につなげることができた12）。
　8-2　取り組みの効果と課題認識
　東日本大震災時の取り組みでは、事前合意もない
中、一部関係者の想い先行で準備を進めたが、デー
タ提供各社や関係省庁が一体となった取り組みがで
きた。その結果の社会的インパクトとしては、
　①ビッグデータ（プローブ情報）による可視化
　②官民情報連携（通行止情報＋通行実績）
　③災害時の救援・支援ルート検討材料の提供

などであったが、その後のビッグデータ利活用、官
民連携の事例として取り上げられることになったこ
とが、最も意義があったと考える。
　この災害時通行実績情報が有効であることは、道
路交通情報に関わる方々には十分理解されていた。
すなわち、日本の交通情報提供可能な道路は、渋滞
等の発生が懸念される大都市中心であること、一方、
災害は場所を選ばず、あらゆるところで発生するた
め、現場の通行実態、道路実態を把握する手段とし
て、プローブ情報が有効であるということだった。
　そこで、ITS Japanは、しかるべき組織がこのよ
うな網羅的な道路交通情報を把握して、災害時に情
報提供を適時行えるようになるまで、このシステム
を持続せざるを得ないと考えて、各社の理解協力を
得て、プローブデータの収集から通行実績情報の生
成までの一連の作業を自動化することとした。
　8-3　災害時通行実績情報システム構築と運用
　東日本大震災時には、民間が保有する乗用車のプ
ローブ情報を統合して、通行実績情報とした。この
通行実績情報は、被災地周辺の道路の通行状況の把
握、被災者の救援活動、物資輸送における経路検討
などで活用できたが、今後も大災害が起きることは
懸念されたため、改善すべき内容を盛り込んだ
Fig.11に示すシステムを構築した。
　具体的には、2012年度実施の総務省調査研究プロ
ジェクトとして、乗用車に加えてタクシーやトラッ
クのプローブ情報を保有する各社の協力を得て、自
動的にシステムを立ち上げるしくみを構築したこと
により、機動力が大きく向上した。
　そのシステム改善後、Fig.12で示すように2年間
で6回の大規模災害事象が発生し、システムを稼動
することとなった。
　この対応の中で、2014年8月の広島地区での豪雨
災害では、近年増大している異常気象に起因した集
中豪雨による土砂災害であったため、災害発生しそ
うな場所や規模を把握して、システム起動の必要性、
情報提供範囲をわれわれが判断することは、極めて
困難であった。
　このように豪雨災害時は、われわれの提供する災
害時通行実績情報は、一般の移動者への情報提供を
兼ねていることから、状況が流動的で不安定なタイ
ミングでの情報提供にならないように苦慮した。
　8-4　災害時情報提供サービスの広がり
　その後も大規模災害は続き、2016年4月14日の
震度7の熊本地震については、気象庁の地震通報を

る。つまり、「走る、止まる、曲がる」という車の
基本機能はゲートを閉ざし、エンターテイメントな
環境は、比較的オープンにすることができる。
　車の安全に関わる部分は、車両として保障し、エ
ンターテイメントな部分はユーザの自己責任が問わ
れるということで単純に切り分けられればよいが、
現実問題として、ネットワークの弱点を突いたイン
ターネット経由のハッキングによるブレーキやアク
セル操作など、車の制御系へのサイバー攻撃の事例
もあり、セキュリティ設計については、引き続き大
きな課題となっている。

　これまで述べたような環境変化の中で、安全運転
支援システムや自動運転のレベル2が実用化され、
2020年代初頭にはレベル3が市場に出てくるといわ
れており、コネクテッド・カーを取り巻くビジネス
環境は、今後さらに大きく進展することが期待され
ている。一方、Waymoなどでは、レベル4以上の
自動運転の市場投入準備が進んでおり、一気に新し
いモビリティ環境が創造されることも考慮した上
で、今後の関連産業や事業対応を戦略的に進めてゆ
くことが必要との見方もある。
　このコネクテッド・カーの将来については、欧米
および日本で政府、国際標準化団体などを通じて、
連携しながら進められており、具体的な市場導入に
対する社会的受容性、ビジネス・インパクトなど、
あらゆる懸念事項への検討が進められている。
　欧州では、ビッグデータ活用による市場形成の
流れをリードしている巨大クラウド事業者への危
機感があり、域内市場を守る必要性から、EU戦略
（Digital Single Market）を立てて、域内個人デー
タを厳格に守るしくみとしての一般データ保護規則
（GDPR）を運用するなど、データ戦略が進んでいる。
また、コネクテッド・カー、自動運転に関しては、
Horizon2020の中で7つの社会課題の一つである交
通テーマの中で、大きなイノベーションにつながる
研究テーマとして続けられている。自動運転のロー
ドマップや戦略の調整は、自動車業界のステークホ
ルダーで構成された団体であるGEAR2030で検討
されており、Fig.5のように多くのプロジェクトが
連携しながら進められている。
　この中で、例えば通信技術については、セルラー
系のV2XとIEEE802.11pに準拠した5.9GHz帯との
攻防が続いている。これは、今後登場する5Gに拡

張性が期待されていること、当面は5.9GHz帯が安
全性に関するITSに割り当てられていることなどか
ら、それぞれの優位性立証が盛んに行われており、
従来型の路側インフラ必須のITSで進めるか、セル
ラー系でゆくかという攻防でもある。
　北米では、ITS推進計画として、Fig.6のように
ITS Strategic Plan（2015-2020）があり、中でも具
体的な都市フィールドでの社会に役立つITS実証へ
の取り組み、Smart City実現へのアプローチにシ
フトしている。具体的にはUSDOTが進めるSmart 
City Challengeの中で、最終選定されたコロンバス
市などを中心に、コネクティビティ技術、自動運転
関連の取り組みが進められている。その実験フィー
ルドとなる各州では、立法、規制を整備して、実証
実験を受け入れている。
　ここでも通信技術に関しては、欧州と同様の議
論があり、5.9GHz帯のDSRCか、C-V2X（Cellular 
Vehicle to Everything）かの議論が尽きない。ここ
では、具体的な分析はしないが、このような技術
論からの優劣比較は、パフォーマンス上は明確にな
るが、サービスとのマッチングで本来の採否は決ま
るべきものである。すなわち、スマートシティ実現
の要素として、交通システムがどのように位置づけ
られ、新たな移動システムにおいて必要とされる、
どのようなコネクティビティ技術が用いられるかが
重要である。
　日本では、内閣府のSIP自動走行システムを中心
として、関係府省庁とともに海外含めた民間各社、
研究機関などが参画して、自動運転に関連するさま
ざまな実証実験が2014年度から始まり、技術面の
検証、制度面、社会的受容性などの検討が進められ
ている。
　この中で、交通関連情報を静的データから動的
データまでを一元的に取り扱えるFig.7に示すダイ

ナミックマップの考え方に基づいたデータ共有基盤
の検討が進められている。このダイナミックマップ
として定義されている静的データは、高精度地図な
どの基盤情報であるが、準動的あるいは動的データ
として利活用される情報には、高度な運転支援サー
ビスとの連携など、将来的発展の要素を含んでいる。

　海外では、カーシェアリングやライドシェアリン
グなどが新しい移動サービスとして現実になってお
り、それによるタクシー事業への影響や公共交通へ
のインパクトが新たな課題となっている。
　さらに、MaaS（Mobility as a Service）と呼ばれる、
さまざまな移動手段と利用頻度を組み合わせて、
月額負担を選択させるサービスなども実用化されて
きた。
　また、シェアリング事業者を介さないで、ローカ
ルなコミュニティを形成して、ブロックチェイン技

術によるコミュニティ内合意によるセキュアなシス
テム運用が可能といわれており、その場合、いわゆ
る元締めとなる第3者の事業者に管理されない共同
体運営なども考えられる。
　海外でSmart Cityの実現に向けて取り組まれて
いる移動手段と移動サービスは、それぞれの都市、
地域に合わせた多様な移動手段の組み合わせを前提
としており、これらをコネクティビティ技術適用の
アプリケーションとして実現するには、それに必要
なデータ利活用基盤、ビッグデータ収集用の通信手
段、セキュリティ技術などを構築する必要がある。
ここで従来と比べて著しく異なるのは、データの量
とセキュリティ確保の難しさである。
　データ量は、リアルタイムの走行中のカメラ動画
などを想定すればわかるように、数GB/secで生成
される画像データをそのままクラウドに送信するこ
とは、通信コストに合わないため、車側で処理した
結果をクラウド、もしくはモバイルエッジ側に送る

などの処理系を考慮す
る必要が出てくる。
　また、セキュリティ
については、GDPRな
どへの対応、データ、
アプリケーション全体
の保護など、高度なセ
キュリティシステムを
導入する必要がある。
　欧州委員会では、
C-ITS取り組みの中で、
セキュリティ・ポリ

＊1 JARTIC：日本道路交通情報センター
VICS：道路交通情報通信システム

＊2 ETC：Electric Toll Collection System
＊3 DSSS：Driving Safety Support Systems



　車は、人と人を結びつける移動手段、物資の輸送
手段であることをはじめ、さまざまな需要を満たし
ながら、社会の変化と共に進化してきた。
　一方、モビリティサービスの実現に必要な基本技
術の一つが車のコネクティビティ技術である。
　現在、新たなモビリティサービスが次々と生ま
れ、世界中で自動運転の実証実験や統合的な移動
サービス実現に向けたさまざまな関連技術の開発、
制度、規則づくり、社会的受容性検討などが進め

られている。
　ここでは、コネクティビティ技術の深堀ではなく、
社会を取り巻く交通・移動環境の変化の中で、どの
ような課題に対処して、新しい価値、サービスがコ
ネクティビティ技術を通じて実現されてきたのか、
そして現在の新たな取り組みや必要なコネクティビ
ティ技術について、どんな議論、検討がなされてい
るのかについて紹介したい。

　車をコネクテッドにすることで得られる価値は、
人と人、コミュニティ全体にとって社会生活を革新
する新たな価値であることが期待されている。
　これまでに車載機器間を接続するコネクティビ
ティ技術開発に取り組んできた車単独の進化から、

　5.　コネクテッド・カーを実現するコア技術

車を社会のネットワークに組み込むことで得られる
社会システム全体のメリット追求に向けて、コネク
テッド・カーは進化してゆくことが期待されている。
すなわち、安全、渋滞緩和、環境、エネルギーといっ
たITSが取り組んできた課題克服への移動システム
としての車の最適化だけでなく、交通システムを担
う大きな要素として、社会的需要と個人のニーズを
マッチングさせた車のあり方を目指すことが、コネ
クテッド・カーに対する期待である。

　2017年度の日本の交通事故による死者数は、3,694
人であった。これは、1948（昭和23）年の統計開
始以降最小である。しかし、その中で高齢者事故比
率の増加が顕著になり、また人口減少による公共交
通手段の減少、運輸部門全般におけるドライバー不
足などが深刻化するなど、安全な交通の実現への課
題対策として、自動運転、特に高度安全運転支援シ
ステムへの期待が高まっており、関連する社会環境
づくりも併せて、取り組み検討が活発化している。
　また、世界では大都市への人口集中に向けた対応、
発展途上国での急激な車社会到来への新たな社会施
策など、持続的な取り組みが求められている。
　日本ではこれまで、世界に先駆けた安全かつ渋滞
緩和などを目指した道路交通情報提供システム
（JARTIC、VICS＊１）の全国展開を官民連携で進め、
カーナビゲーションへの情報提供などを含め、実用
化が進んだ。さらに、高速道路の自動料金収受シス
テム（ETC＊２）、安全運転支援システム(DSSS＊３お
よびITSスポットサービス)もFig.1で示すように実
用化された。近年になって、欧米においても路車間
通信（V2I、I2V）、車々間通信（V2V）の実証実験など、
協調型安全運転システムの実用化への取り組みが加
速してきた。これらのシステムは、コネクティビティ
技術としては、独立したシステムで構成されており、
データ、サービスも固定的であった。

　これまでに携帯電話を使ったカーナビ向けのサー
ビスも商品化されたが、物理的に専用車載機や車運
転時に携帯電話とのケーブル接続が必要など、追加

費用・工事・運転開始時の手間や動作保証された電
話機器を選ぶ必要があることなど、事業者、利用者
の双方でわずらわしく、さらにサービスが持続的魅
力に乏しいこともあり、広く普及するには至らな
かった。携帯電話の機種変更のサイクル（数カ月で
トップシェアが変わる市場）は、車載機器のライフ
サイクルと合致しないことが致命的であった。
　しかし今日では、スマートフォンなどで、個人と
個人、個人と巨大なサービスプロバイダを介した第
三者からの情報発信が簡単にできるようになり、ま
たWebアプリケーションを介した膨大なデータの
授受やIoTデバイスの進化などから、あらゆる多様
なビッグデータが処理可能となり、個々のニーズに
合致したサービス競争が行われている。
　一方、ITSの通信環境は、日本では5.8GHz帯の
狭帯域通信（DSRC）を用いたETC2.0サービス、
700MHz帯通信を使った安全運転支援サービスな
ど、ローカルな交通情報関連サービスを実現する
ための比較的小容量のデータ送受環境で実現され
ている。
　このように、従来のITSサービスとインターネッ
ト環境で実現してきたサービスは、本来は異種のも
のであり、同じ場で議論されることはなかった。し
かし、安全運転支援サービスの高度化、自動走行シ
ステムにおける高精度地図の必要性やディープラー
ニングで代表される機械的認識技術に至っては、移
動車両から得られる画像などのビッグデータを処理
する技術が基本となるため、必要手段として大容量
データ通信、クラウド処理技術の活用、さらにクラ
ウド処理か、エッジ処理すべきかなど、インター
ネット関連技術で進化してきた環境を用いた技術
開発、サービス構築が必要となってきた。このため、
ITSサービスで取り扱ってきた対象データ、通信容
量、処理技術だけでなく、インターネット関連技
術と急速に接近してきたのが、ここ数年の変化点
である。
　このため、高度安全運転システムの成果と協調型
ITSで培ってきた開発成果に加えて、インターネッ
ト環境を活用したクラウド応用技術、大規模データ
処理やAI技術を駆使して、Fig.2で示すように自動
運転の実現に向けた競争と協調の取り組みが行われ
ている。
　現在、車の「走る・止まる・曲がる」の基本機能は、
電子制御化が可能であり、すでに市販車として、導
入済みであることから、車の基本機能制御について
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のマネジメント技術は完了しているといってよい。
一方、交通法規を遵守した上で、どこへ行くのか、
走行環境を認識して、どのように安全かつ同乗者の
ニーズに合わせて走るか、については、ドライバー
の意志判断にかかっている。
　この運行計画、環境認識、安全走行指示の部分（認
知、判断）が、Fig.3で示すように、自動走行シス
テムの重要なターゲットであり、AI要素が大きく
寄与することとなった。
　このことから、自動運転の世界で先頭に立ってい
る企業がWaymo（ウェイモ：自動運転開発を担う

Googleの子会社）などであるということが実態を
物語っており、Fig.4で示す自動化レベルにおける
レベル3以上の自動運転の実用化が近づく中で、関
連技術の動向含めて、企業間の協力・連携の構図が、
国際的に大きな転換点を迎えており、ビジネス環境
としても、国際的に重要な岐路に立っている。

　これまでは、車載機器とモバイル機器あるいは
インフラ接続では、当事者間でクローズドなハー
ドウェア、ソフトウェアのI/F条件を整合させるこ

とで支障がなかった。しかし、現在の課題は、通
信インフラとしてインターネット技術に影響を受
けるオープンなコネクティビティ技術を考慮せざ
るを得ないため、いわゆる垂直統合的な開発環境
は描けない。
　そこで、これまでに取り組まれてきた車載機器間
のコネクティビティ技術が、モバイル技術、インター
ネット環境と融合することで生み出されるサービス
と課題についてみてみたい。
　5-1　車載機器システムの統合マネジメント
　1970年代後半から、コンピュータ（CPU）性能
の向上と微細加工技術の進化、さらに車載環境に適
合できる高信頼性技術が徐々に確立されて、車に電
子制御技術が本格的に導入されるようになった。こ
れによって、エンジンやトランスミッションを含め、
あらゆる制御機能が、いわゆるCPU制御化された。
また、それぞれの機器間でセンサー情報の共有化や
制御用データ、診断機能の充実などの必要性が高ま
り、車載機器間のデータ通信が重要となり、その方
式も各種生まれたが、最終的にいくつかの国際標準
規格になるなど、順次淘汰されて今日に至っている。
　これらの通信技術は、配線ケーブルを介して機器を接
続していることから、ブレーキ制御はBrake-by-wireと
呼ばれ、パワートレイン制御については、Drive-by-wire
と呼ばれるなど、一般車両にも普及するロバスト性
を確保した技術となっている。
　このようにして、車の基本機能である「走る、止
まる、曲がる」を制御する技術が、すでに信頼性の
高い通信技術として確立している。ケーブル接続に
も外乱の影響、通信障害はあるため、冗長性を適度
に持った多重系システムとして設計されるなどの配
慮も施されている。安全運転支援システム、自動運
転の制御システムの設計では、これまでより複雑化

するが、基本的な設計思想は踏襲される。
　5-2　モバイル機器の活用
　一方、エンターテイメントに関わる通信技術は、
音楽、映像、あるいはメール、SNSなどの個人とし
て楽しむデータを車内機器にコンテンツとして取り
込む、あるいはカーナビゲーション用の地図データ、
さまざまなコンテンツ情報を取り込む、などの目的
で、データ通信、フォーマット形式、機器間インター
フェイスの設計が個別に行われてきた。
　これらは、OEM側で採否決定できる制御系とは
異なり、外的要因によって比較的頻度高く仕様変更
要求が後追いで出てくるなど、対応に苦慮するもの
も多かった。そんな中、通信型カーナビゲーション
としてスタートしたサービスが、高級車の差別化か
ら導入が始まり、やがて一般車にも展開され、現在
では、顧客とのコネクティブなツールとして定着し
たが、ここまでには多くの課題解決が必要であった。
　やがて、スマートフォンの時代となり、高速通信
が、Wi-FiやBluetoothで、モバイル機器間共通の
I/Fで通信が可能となり、通信規約のバージョン変
更にも、アップデート対応可能な環境とすることで、
ある程度の変化には対処できる通信環境となった。
　そして、スマートフォンを介した車載機器の操作
機能をアプリケーションとして提供するものも出て
きた。その代表的なものが、AppleのCarPlay、
GoogleのMirrorLink、Android Autoなどである。
これらによって、エンターテイメント系の車載環境
は、徐々にスマートフォンとの親和性を高めている。
一方で車載機器を通じてユーザが選択、操作した情
報などが、アプリケーションを介して、巨大クラウ
ドでのデータ蓄積、分析が可能となり、それを基に
したユーザーへの適切な提案ができるシステムへと
つながり、個人ニーズに適合したサービスの進化へ

の可能性が広がってい
るが、一方では個人情
報の管理、セキュリ
ティ課題などが懸念さ
れている。
　今日、OEMは、車載
機器のハードを一定の
I/F条件を満たすように
準備して、ユーザーと
アプリケーション提供
事業者に利用環境とし
て提供することができ

シーの議論があり、一つの信頼できるドメインだけ
を定める方向性を示している。
　一方、最近の研究では、先に例示したブロックチェ
イン技術を使った分散型管理台帳方式を用いること
で、管理ドメインを一本化しない手法が優位ではな
いかという議論もある。これらの新技術やアプリ
ケーションは、既存の車業界だけでなく、新規事業
者にとって大きなチャンスとして捉えられている。
　異分野技術連携や巨大クラウド事業者からのビッ
グデータ処理基盤、多様なAPIやデータ処理環境
などの提供がホットな話題になっており、今後のコ
ネクティビティ技術は、サービス軸の進化と合わせ
て、次々と新しい技術の導入、管理システムなどが
生まれてくると考えられる。

　さまざまな主体者が連携したエコでスマートな社
会を築くには、ここまでに述べてきたように、異な
る事業分野の連携が必須であり、その前に同業種で
の協調的な連携が必要であろう。
　ここで、ドライバーへの新たな交通情報サービス
として、各民間事業者が導入していた通信型カーナ
ビゲーションから得られる車の位置情報であるプ
ローブデータを、災害時に協調してITS Japanに集
約し、災害時の道路通行実績情報として、一般に情
報提供した事例について紹介する。
　プローブデータは、走行した道路をトレースした
情報であるため、ドライバーが利用した道路をつぶ

さに把握できる。ここでは、災害時に通った道路ルー
トを、各社のプローブデータを集約することで、デー
タの密度を上げて地図上にマッピングし、通行実績
情報として活用した事例である。車の位置、走行ルー
トのデータは、コネクテッド・カーから得られるビッ
グデータとして、今後も移動サービス構築への基礎
データとなる。そして、データ保有者を越えて協調
できる基盤データとして活用できれば、さらに意義
ある価値につながる可能性がある。
　8-1　経緯
　2011年3月11日に発生した東日本大震災時には、
ITS Japanで、各社のプローブ情報を集約して通行
実績情報として一般向けに情報提供した。
　この時は、Fig.8で示すように、乗用車プローブ
事業者4社（本田技研工業（株）、パイオニア（株）、
トヨタ自動車（株）、日産自動車（株））のデータを集
約した通行実績情報であったが、その後、国土地理
院で集約された通行止情報を重ね合わせた「通行実
績・通行止情報」を一般利用者に向けてITS Japan
のWebサイトで公開することができた
　この活動は、事前の合意やシステム構築ができて
いたわけではなかった。その当時、ITS Japanが参
画していた総合科学技術会議社会還元加速プロジェ
クトのITSタスクフォースにおいて、Fig.9のよう
に各社のプローブ情報を統合的に集約する試みをし
ていたことで、具体的なデータ集約と、そのデータ
の力を把握していたことが、震災時のアクションに
つながった。

　さらに、これまでに防災科学技術研究所の川崎ラ
ボラトリで行われた2004年新潟県中越地震につい
ての先行的研究では、災害発生後の車両の通行実績
であるプローブデータを道路地図上にプロットし
て、その軌跡を追うと、通過できない道路で車がU
ターンしている箇所があることを捉えていた10）。ま
た、それらの学術分野で研究されていたプローブ利
活用の研究成果を踏まえて、Fig.10で示すように実
サービスとして取り組み始めていた本田技研工業
（株）のインターナビ・プレミアムクラブでの運用
実績を情報共有すると同時に、各社の理解、協力を
得て始めることができた。
　このような経緯に加え、省庁をはじめとする国の
関係機関とも早期に意思疎通が図れたことも重な
り、東日本大震災における災害時通行実績情報の提
供活動につなげることができた12）。
　8-2　取り組みの効果と課題認識
　東日本大震災時の取り組みでは、事前合意もない
中、一部関係者の想い先行で準備を進めたが、デー
タ提供各社や関係省庁が一体となった取り組みがで
きた。その結果の社会的インパクトとしては、
　①ビッグデータ（プローブ情報）による可視化
　②官民情報連携（通行止情報＋通行実績）
　③災害時の救援・支援ルート検討材料の提供

などであったが、その後のビッグデータ利活用、官
民連携の事例として取り上げられることになったこ
とが、最も意義があったと考える。
　この災害時通行実績情報が有効であることは、道
路交通情報に関わる方々には十分理解されていた。
すなわち、日本の交通情報提供可能な道路は、渋滞
等の発生が懸念される大都市中心であること、一方、
災害は場所を選ばず、あらゆるところで発生するた
め、現場の通行実態、道路実態を把握する手段とし
て、プローブ情報が有効であるということだった。
　そこで、ITS Japanは、しかるべき組織がこのよ
うな網羅的な道路交通情報を把握して、災害時に情
報提供を適時行えるようになるまで、このシステム
を持続せざるを得ないと考えて、各社の理解協力を
得て、プローブデータの収集から通行実績情報の生
成までの一連の作業を自動化することとした。
　8-3　災害時通行実績情報システム構築と運用
　東日本大震災時には、民間が保有する乗用車のプ
ローブ情報を統合して、通行実績情報とした。この
通行実績情報は、被災地周辺の道路の通行状況の把
握、被災者の救援活動、物資輸送における経路検討
などで活用できたが、今後も大災害が起きることは
懸念されたため、改善すべき内容を盛り込んだ
Fig.11に示すシステムを構築した。
　具体的には、2012年度実施の総務省調査研究プロ
ジェクトとして、乗用車に加えてタクシーやトラッ
クのプローブ情報を保有する各社の協力を得て、自
動的にシステムを立ち上げるしくみを構築したこと
により、機動力が大きく向上した。
　そのシステム改善後、Fig.12で示すように2年間
で6回の大規模災害事象が発生し、システムを稼動
することとなった。
　この対応の中で、2014年8月の広島地区での豪雨
災害では、近年増大している異常気象に起因した集
中豪雨による土砂災害であったため、災害発生しそ
うな場所や規模を把握して、システム起動の必要性、
情報提供範囲をわれわれが判断することは、極めて
困難であった。
　このように豪雨災害時は、われわれの提供する災
害時通行実績情報は、一般の移動者への情報提供を
兼ねていることから、状況が流動的で不安定なタイ
ミングでの情報提供にならないように苦慮した。
　8-4　災害時情報提供サービスの広がり
　その後も大規模災害は続き、2016年4月14日の
震度7の熊本地震については、気象庁の地震通報を

る。つまり、「走る、止まる、曲がる」という車の
基本機能はゲートを閉ざし、エンターテイメントな
環境は、比較的オープンにすることができる。
　車の安全に関わる部分は、車両として保障し、エ
ンターテイメントな部分はユーザの自己責任が問わ
れるということで単純に切り分けられればよいが、
現実問題として、ネットワークの弱点を突いたイン
ターネット経由のハッキングによるブレーキやアク
セル操作など、車の制御系へのサイバー攻撃の事例
もあり、セキュリティ設計については、引き続き大
きな課題となっている。

　これまで述べたような環境変化の中で、安全運転
支援システムや自動運転のレベル2が実用化され、
2020年代初頭にはレベル3が市場に出てくるといわ
れており、コネクテッド・カーを取り巻くビジネス
環境は、今後さらに大きく進展することが期待され
ている。一方、Waymoなどでは、レベル4以上の
自動運転の市場投入準備が進んでおり、一気に新し
いモビリティ環境が創造されることも考慮した上
で、今後の関連産業や事業対応を戦略的に進めてゆ
くことが必要との見方もある。
　このコネクテッド・カーの将来については、欧米
および日本で政府、国際標準化団体などを通じて、
連携しながら進められており、具体的な市場導入に
対する社会的受容性、ビジネス・インパクトなど、
あらゆる懸念事項への検討が進められている。
　欧州では、ビッグデータ活用による市場形成の
流れをリードしている巨大クラウド事業者への危
機感があり、域内市場を守る必要性から、EU戦略
（Digital Single Market）を立てて、域内個人デー
タを厳格に守るしくみとしての一般データ保護規則
（GDPR）を運用するなど、データ戦略が進んでいる。
また、コネクテッド・カー、自動運転に関しては、
Horizon2020の中で7つの社会課題の一つである交
通テーマの中で、大きなイノベーションにつながる
研究テーマとして続けられている。自動運転のロー
ドマップや戦略の調整は、自動車業界のステークホ
ルダーで構成された団体であるGEAR2030で検討
されており、Fig.5のように多くのプロジェクトが
連携しながら進められている。
　この中で、例えば通信技術については、セルラー
系のV2XとIEEE802.11pに準拠した5.9GHz帯との
攻防が続いている。これは、今後登場する5Gに拡

張性が期待されていること、当面は5.9GHz帯が安
全性に関するITSに割り当てられていることなどか
ら、それぞれの優位性立証が盛んに行われており、
従来型の路側インフラ必須のITSで進めるか、セル
ラー系でゆくかという攻防でもある。
　北米では、ITS推進計画として、Fig.6のように
ITS Strategic Plan（2015-2020）があり、中でも具
体的な都市フィールドでの社会に役立つITS実証へ
の取り組み、Smart City実現へのアプローチにシ
フトしている。具体的にはUSDOTが進めるSmart 
City Challengeの中で、最終選定されたコロンバス
市などを中心に、コネクティビティ技術、自動運転
関連の取り組みが進められている。その実験フィー
ルドとなる各州では、立法、規制を整備して、実証
実験を受け入れている。
　ここでも通信技術に関しては、欧州と同様の議
論があり、5.9GHz帯のDSRCか、C-V2X（Cellular 
Vehicle to Everything）かの議論が尽きない。ここ
では、具体的な分析はしないが、このような技術
論からの優劣比較は、パフォーマンス上は明確にな
るが、サービスとのマッチングで本来の採否は決ま
るべきものである。すなわち、スマートシティ実現
の要素として、交通システムがどのように位置づけ
られ、新たな移動システムにおいて必要とされる、
どのようなコネクティビティ技術が用いられるかが
重要である。
　日本では、内閣府のSIP自動走行システムを中心
として、関係府省庁とともに海外含めた民間各社、
研究機関などが参画して、自動運転に関連するさま
ざまな実証実験が2014年度から始まり、技術面の
検証、制度面、社会的受容性などの検討が進められ
ている。
　この中で、交通関連情報を静的データから動的
データまでを一元的に取り扱えるFig.7に示すダイ

ナミックマップの考え方に基づいたデータ共有基盤
の検討が進められている。このダイナミックマップ
として定義されている静的データは、高精度地図な
どの基盤情報であるが、準動的あるいは動的データ
として利活用される情報には、高度な運転支援サー
ビスとの連携など、将来的発展の要素を含んでいる。

　海外では、カーシェアリングやライドシェアリン
グなどが新しい移動サービスとして現実になってお
り、それによるタクシー事業への影響や公共交通へ
のインパクトが新たな課題となっている。
　さらに、MaaS（Mobility as a Service）と呼ばれる、
さまざまな移動手段と利用頻度を組み合わせて、
月額負担を選択させるサービスなども実用化されて
きた。
　また、シェアリング事業者を介さないで、ローカ
ルなコミュニティを形成して、ブロックチェイン技

術によるコミュニティ内合意によるセキュアなシス
テム運用が可能といわれており、その場合、いわゆ
る元締めとなる第3者の事業者に管理されない共同
体運営なども考えられる。
　海外でSmart Cityの実現に向けて取り組まれて
いる移動手段と移動サービスは、それぞれの都市、
地域に合わせた多様な移動手段の組み合わせを前提
としており、これらをコネクティビティ技術適用の
アプリケーションとして実現するには、それに必要
なデータ利活用基盤、ビッグデータ収集用の通信手
段、セキュリティ技術などを構築する必要がある。
ここで従来と比べて著しく異なるのは、データの量
とセキュリティ確保の難しさである。
　データ量は、リアルタイムの走行中のカメラ動画
などを想定すればわかるように、数GB/secで生成
される画像データをそのままクラウドに送信するこ
とは、通信コストに合わないため、車側で処理した
結果をクラウド、もしくはモバイルエッジ側に送る

などの処理系を考慮す
る必要が出てくる。
　また、セキュリティ
については、GDPRな
どへの対応、データ、
アプリケーション全体
の保護など、高度なセ
キュリティシステムを
導入する必要がある。
　欧州委員会では、
C-ITS取り組みの中で、
セキュリティ・ポリ

Fig.1　協調型ITS・ITS世界会議東京2013１）

Fig.2　自動運転システムへの取り組み
（出典）USDOT（アメリカ合衆国運輸省）２）

Fig.3　自動走行システムに必要な技術
（出典）SIP-adus メディアミーティング（2015）３）



　車は、人と人を結びつける移動手段、物資の輸送
手段であることをはじめ、さまざまな需要を満たし
ながら、社会の変化と共に進化してきた。
　一方、モビリティサービスの実現に必要な基本技
術の一つが車のコネクティビティ技術である。
　現在、新たなモビリティサービスが次々と生ま
れ、世界中で自動運転の実証実験や統合的な移動
サービス実現に向けたさまざまな関連技術の開発、
制度、規則づくり、社会的受容性検討などが進め

られている。
　ここでは、コネクティビティ技術の深堀ではなく、
社会を取り巻く交通・移動環境の変化の中で、どの
ような課題に対処して、新しい価値、サービスがコ
ネクティビティ技術を通じて実現されてきたのか、
そして現在の新たな取り組みや必要なコネクティビ
ティ技術について、どんな議論、検討がなされてい
るのかについて紹介したい。

　車をコネクテッドにすることで得られる価値は、
人と人、コミュニティ全体にとって社会生活を革新
する新たな価値であることが期待されている。
　これまでに車載機器間を接続するコネクティビ
ティ技術開発に取り組んできた車単独の進化から、

車を社会のネットワークに組み込むことで得られる
社会システム全体のメリット追求に向けて、コネク
テッド・カーは進化してゆくことが期待されている。
すなわち、安全、渋滞緩和、環境、エネルギーといっ
たITSが取り組んできた課題克服への移動システム
としての車の最適化だけでなく、交通システムを担
う大きな要素として、社会的需要と個人のニーズを
マッチングさせた車のあり方を目指すことが、コネ
クテッド・カーに対する期待である。

　2017年度の日本の交通事故による死者数は、3,694
人であった。これは、1948（昭和23）年の統計開
始以降最小である。しかし、その中で高齢者事故比
率の増加が顕著になり、また人口減少による公共交
通手段の減少、運輸部門全般におけるドライバー不
足などが深刻化するなど、安全な交通の実現への課
題対策として、自動運転、特に高度安全運転支援シ
ステムへの期待が高まっており、関連する社会環境
づくりも併せて、取り組み検討が活発化している。
　また、世界では大都市への人口集中に向けた対応、
発展途上国での急激な車社会到来への新たな社会施
策など、持続的な取り組みが求められている。
　日本ではこれまで、世界に先駆けた安全かつ渋滞
緩和などを目指した道路交通情報提供システム
（JARTIC、VICS＊１）の全国展開を官民連携で進め、
カーナビゲーションへの情報提供などを含め、実用
化が進んだ。さらに、高速道路の自動料金収受シス
テム（ETC＊２）、安全運転支援システム(DSSS＊３お
よびITSスポットサービス)もFig.1で示すように実
用化された。近年になって、欧米においても路車間
通信（V2I、I2V）、車々間通信（V2V）の実証実験など、
協調型安全運転システムの実用化への取り組みが加
速してきた。これらのシステムは、コネクティビティ
技術としては、独立したシステムで構成されており、
データ、サービスも固定的であった。

　これまでに携帯電話を使ったカーナビ向けのサー
ビスも商品化されたが、物理的に専用車載機や車運
転時に携帯電話とのケーブル接続が必要など、追加

費用・工事・運転開始時の手間や動作保証された電
話機器を選ぶ必要があることなど、事業者、利用者
の双方でわずらわしく、さらにサービスが持続的魅
力に乏しいこともあり、広く普及するには至らな
かった。携帯電話の機種変更のサイクル（数カ月で
トップシェアが変わる市場）は、車載機器のライフ
サイクルと合致しないことが致命的であった。
　しかし今日では、スマートフォンなどで、個人と
個人、個人と巨大なサービスプロバイダを介した第
三者からの情報発信が簡単にできるようになり、ま
たWebアプリケーションを介した膨大なデータの
授受やIoTデバイスの進化などから、あらゆる多様
なビッグデータが処理可能となり、個々のニーズに
合致したサービス競争が行われている。
　一方、ITSの通信環境は、日本では5.8GHz帯の
狭帯域通信（DSRC）を用いたETC2.0サービス、
700MHz帯通信を使った安全運転支援サービスな
ど、ローカルな交通情報関連サービスを実現する
ための比較的小容量のデータ送受環境で実現され
ている。
　このように、従来のITSサービスとインターネッ
ト環境で実現してきたサービスは、本来は異種のも
のであり、同じ場で議論されることはなかった。し
かし、安全運転支援サービスの高度化、自動走行シ
ステムにおける高精度地図の必要性やディープラー
ニングで代表される機械的認識技術に至っては、移
動車両から得られる画像などのビッグデータを処理
する技術が基本となるため、必要手段として大容量
データ通信、クラウド処理技術の活用、さらにクラ
ウド処理か、エッジ処理すべきかなど、インター
ネット関連技術で進化してきた環境を用いた技術
開発、サービス構築が必要となってきた。このため、
ITSサービスで取り扱ってきた対象データ、通信容
量、処理技術だけでなく、インターネット関連技
術と急速に接近してきたのが、ここ数年の変化点
である。
　このため、高度安全運転システムの成果と協調型
ITSで培ってきた開発成果に加えて、インターネッ
ト環境を活用したクラウド応用技術、大規模データ
処理やAI技術を駆使して、Fig.2で示すように自動
運転の実現に向けた競争と協調の取り組みが行われ
ている。
　現在、車の「走る・止まる・曲がる」の基本機能は、
電子制御化が可能であり、すでに市販車として、導
入済みであることから、車の基本機能制御について

のマネジメント技術は完了しているといってよい。
一方、交通法規を遵守した上で、どこへ行くのか、
走行環境を認識して、どのように安全かつ同乗者の
ニーズに合わせて走るか、については、ドライバー
の意志判断にかかっている。
　この運行計画、環境認識、安全走行指示の部分（認
知、判断）が、Fig.3で示すように、自動走行シス
テムの重要なターゲットであり、AI要素が大きく
寄与することとなった。
　このことから、自動運転の世界で先頭に立ってい
る企業がWaymo（ウェイモ：自動運転開発を担う

Googleの子会社）などであるということが実態を
物語っており、Fig.4で示す自動化レベルにおける
レベル3以上の自動運転の実用化が近づく中で、関
連技術の動向含めて、企業間の協力・連携の構図が、
国際的に大きな転換点を迎えており、ビジネス環境
としても、国際的に重要な岐路に立っている。

　これまでは、車載機器とモバイル機器あるいは
インフラ接続では、当事者間でクローズドなハー
ドウェア、ソフトウェアのI/F条件を整合させるこ
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131

IATSS Review　Vol. 43,  No. 3 Feb., 2019

交通社会におけるコネクティビティ技術の動向

とで支障がなかった。しかし、現在の課題は、通
信インフラとしてインターネット技術に影響を受
けるオープンなコネクティビティ技術を考慮せざ
るを得ないため、いわゆる垂直統合的な開発環境
は描けない。
　そこで、これまでに取り組まれてきた車載機器間
のコネクティビティ技術が、モバイル技術、インター
ネット環境と融合することで生み出されるサービス
と課題についてみてみたい。
　5-1　車載機器システムの統合マネジメント
　1970年代後半から、コンピュータ（CPU）性能
の向上と微細加工技術の進化、さらに車載環境に適
合できる高信頼性技術が徐々に確立されて、車に電
子制御技術が本格的に導入されるようになった。こ
れによって、エンジンやトランスミッションを含め、
あらゆる制御機能が、いわゆるCPU制御化された。
また、それぞれの機器間でセンサー情報の共有化や
制御用データ、診断機能の充実などの必要性が高ま
り、車載機器間のデータ通信が重要となり、その方
式も各種生まれたが、最終的にいくつかの国際標準
規格になるなど、順次淘汰されて今日に至っている。
　これらの通信技術は、配線ケーブルを介して機器を接
続していることから、ブレーキ制御はBrake-by-wireと
呼ばれ、パワートレイン制御については、Drive-by-wire
と呼ばれるなど、一般車両にも普及するロバスト性
を確保した技術となっている。
　このようにして、車の基本機能である「走る、止
まる、曲がる」を制御する技術が、すでに信頼性の
高い通信技術として確立している。ケーブル接続に
も外乱の影響、通信障害はあるため、冗長性を適度
に持った多重系システムとして設計されるなどの配
慮も施されている。安全運転支援システム、自動運
転の制御システムの設計では、これまでより複雑化

するが、基本的な設計思想は踏襲される。
　5-2　モバイル機器の活用
　一方、エンターテイメントに関わる通信技術は、
音楽、映像、あるいはメール、SNSなどの個人とし
て楽しむデータを車内機器にコンテンツとして取り
込む、あるいはカーナビゲーション用の地図データ、
さまざまなコンテンツ情報を取り込む、などの目的
で、データ通信、フォーマット形式、機器間インター
フェイスの設計が個別に行われてきた。
　これらは、OEM側で採否決定できる制御系とは
異なり、外的要因によって比較的頻度高く仕様変更
要求が後追いで出てくるなど、対応に苦慮するもの
も多かった。そんな中、通信型カーナビゲーション
としてスタートしたサービスが、高級車の差別化か
ら導入が始まり、やがて一般車にも展開され、現在
では、顧客とのコネクティブなツールとして定着し
たが、ここまでには多くの課題解決が必要であった。
　やがて、スマートフォンの時代となり、高速通信
が、Wi-FiやBluetoothで、モバイル機器間共通の
I/Fで通信が可能となり、通信規約のバージョン変
更にも、アップデート対応可能な環境とすることで、
ある程度の変化には対処できる通信環境となった。
　そして、スマートフォンを介した車載機器の操作
機能をアプリケーションとして提供するものも出て
きた。その代表的なものが、AppleのCarPlay、
GoogleのMirrorLink、Android Autoなどである。
これらによって、エンターテイメント系の車載環境
は、徐々にスマートフォンとの親和性を高めている。
一方で車載機器を通じてユーザが選択、操作した情
報などが、アプリケーションを介して、巨大クラウ
ドでのデータ蓄積、分析が可能となり、それを基に
したユーザーへの適切な提案ができるシステムへと
つながり、個人ニーズに適合したサービスの進化へ

の可能性が広がってい
るが、一方では個人情
報の管理、セキュリ
ティ課題などが懸念さ
れている。
　今日、OEMは、車載
機器のハードを一定の
I/F条件を満たすように
準備して、ユーザーと
アプリケーション提供
事業者に利用環境とし
て提供することができ

シーの議論があり、一つの信頼できるドメインだけ
を定める方向性を示している。
　一方、最近の研究では、先に例示したブロックチェ
イン技術を使った分散型管理台帳方式を用いること
で、管理ドメインを一本化しない手法が優位ではな
いかという議論もある。これらの新技術やアプリ
ケーションは、既存の車業界だけでなく、新規事業
者にとって大きなチャンスとして捉えられている。
　異分野技術連携や巨大クラウド事業者からのビッ
グデータ処理基盤、多様なAPIやデータ処理環境
などの提供がホットな話題になっており、今後のコ
ネクティビティ技術は、サービス軸の進化と合わせ
て、次々と新しい技術の導入、管理システムなどが
生まれてくると考えられる。

　さまざまな主体者が連携したエコでスマートな社
会を築くには、ここまでに述べてきたように、異な
る事業分野の連携が必須であり、その前に同業種で
の協調的な連携が必要であろう。
　ここで、ドライバーへの新たな交通情報サービス
として、各民間事業者が導入していた通信型カーナ
ビゲーションから得られる車の位置情報であるプ
ローブデータを、災害時に協調してITS Japanに集
約し、災害時の道路通行実績情報として、一般に情
報提供した事例について紹介する。
　プローブデータは、走行した道路をトレースした
情報であるため、ドライバーが利用した道路をつぶ

さに把握できる。ここでは、災害時に通った道路ルー
トを、各社のプローブデータを集約することで、デー
タの密度を上げて地図上にマッピングし、通行実績
情報として活用した事例である。車の位置、走行ルー
トのデータは、コネクテッド・カーから得られるビッ
グデータとして、今後も移動サービス構築への基礎
データとなる。そして、データ保有者を越えて協調
できる基盤データとして活用できれば、さらに意義
ある価値につながる可能性がある。
　8-1　経緯
　2011年3月11日に発生した東日本大震災時には、
ITS Japanで、各社のプローブ情報を集約して通行
実績情報として一般向けに情報提供した。
　この時は、Fig.8で示すように、乗用車プローブ
事業者4社（本田技研工業（株）、パイオニア（株）、
トヨタ自動車（株）、日産自動車（株））のデータを集
約した通行実績情報であったが、その後、国土地理
院で集約された通行止情報を重ね合わせた「通行実
績・通行止情報」を一般利用者に向けてITS Japan
のWebサイトで公開することができた
　この活動は、事前の合意やシステム構築ができて
いたわけではなかった。その当時、ITS Japanが参
画していた総合科学技術会議社会還元加速プロジェ
クトのITSタスクフォースにおいて、Fig.9のよう
に各社のプローブ情報を統合的に集約する試みをし
ていたことで、具体的なデータ集約と、そのデータ
の力を把握していたことが、震災時のアクションに
つながった。

　さらに、これまでに防災科学技術研究所の川崎ラ
ボラトリで行われた2004年新潟県中越地震につい
ての先行的研究では、災害発生後の車両の通行実績
であるプローブデータを道路地図上にプロットし
て、その軌跡を追うと、通過できない道路で車がU
ターンしている箇所があることを捉えていた10）。ま
た、それらの学術分野で研究されていたプローブ利
活用の研究成果を踏まえて、Fig.10で示すように実
サービスとして取り組み始めていた本田技研工業
（株）のインターナビ・プレミアムクラブでの運用
実績を情報共有すると同時に、各社の理解、協力を
得て始めることができた。
　このような経緯に加え、省庁をはじめとする国の
関係機関とも早期に意思疎通が図れたことも重な
り、東日本大震災における災害時通行実績情報の提
供活動につなげることができた12）。
　8-2　取り組みの効果と課題認識
　東日本大震災時の取り組みでは、事前合意もない
中、一部関係者の想い先行で準備を進めたが、デー
タ提供各社や関係省庁が一体となった取り組みがで
きた。その結果の社会的インパクトとしては、
　①ビッグデータ（プローブ情報）による可視化
　②官民情報連携（通行止情報＋通行実績）
　③災害時の救援・支援ルート検討材料の提供

などであったが、その後のビッグデータ利活用、官
民連携の事例として取り上げられることになったこ
とが、最も意義があったと考える。
　この災害時通行実績情報が有効であることは、道
路交通情報に関わる方々には十分理解されていた。
すなわち、日本の交通情報提供可能な道路は、渋滞
等の発生が懸念される大都市中心であること、一方、
災害は場所を選ばず、あらゆるところで発生するた
め、現場の通行実態、道路実態を把握する手段とし
て、プローブ情報が有効であるということだった。
　そこで、ITS Japanは、しかるべき組織がこのよ
うな網羅的な道路交通情報を把握して、災害時に情
報提供を適時行えるようになるまで、このシステム
を持続せざるを得ないと考えて、各社の理解協力を
得て、プローブデータの収集から通行実績情報の生
成までの一連の作業を自動化することとした。
　8-3　災害時通行実績情報システム構築と運用
　東日本大震災時には、民間が保有する乗用車のプ
ローブ情報を統合して、通行実績情報とした。この
通行実績情報は、被災地周辺の道路の通行状況の把
握、被災者の救援活動、物資輸送における経路検討
などで活用できたが、今後も大災害が起きることは
懸念されたため、改善すべき内容を盛り込んだ
Fig.11に示すシステムを構築した。
　具体的には、2012年度実施の総務省調査研究プロ
ジェクトとして、乗用車に加えてタクシーやトラッ
クのプローブ情報を保有する各社の協力を得て、自
動的にシステムを立ち上げるしくみを構築したこと
により、機動力が大きく向上した。
　そのシステム改善後、Fig.12で示すように2年間
で6回の大規模災害事象が発生し、システムを稼動
することとなった。
　この対応の中で、2014年8月の広島地区での豪雨
災害では、近年増大している異常気象に起因した集
中豪雨による土砂災害であったため、災害発生しそ
うな場所や規模を把握して、システム起動の必要性、
情報提供範囲をわれわれが判断することは、極めて
困難であった。
　このように豪雨災害時は、われわれの提供する災
害時通行実績情報は、一般の移動者への情報提供を
兼ねていることから、状況が流動的で不安定なタイ
ミングでの情報提供にならないように苦慮した。
　8-4　災害時情報提供サービスの広がり
　その後も大規模災害は続き、2016年4月14日の
震度7の熊本地震については、気象庁の地震通報を

る。つまり、「走る、止まる、曲がる」という車の
基本機能はゲートを閉ざし、エンターテイメントな
環境は、比較的オープンにすることができる。
　車の安全に関わる部分は、車両として保障し、エ
ンターテイメントな部分はユーザの自己責任が問わ
れるということで単純に切り分けられればよいが、
現実問題として、ネットワークの弱点を突いたイン
ターネット経由のハッキングによるブレーキやアク
セル操作など、車の制御系へのサイバー攻撃の事例
もあり、セキュリティ設計については、引き続き大
きな課題となっている。

　これまで述べたような環境変化の中で、安全運転
支援システムや自動運転のレベル2が実用化され、
2020年代初頭にはレベル3が市場に出てくるといわ
れており、コネクテッド・カーを取り巻くビジネス
環境は、今後さらに大きく進展することが期待され
ている。一方、Waymoなどでは、レベル4以上の
自動運転の市場投入準備が進んでおり、一気に新し
いモビリティ環境が創造されることも考慮した上
で、今後の関連産業や事業対応を戦略的に進めてゆ
くことが必要との見方もある。
　このコネクテッド・カーの将来については、欧米
および日本で政府、国際標準化団体などを通じて、
連携しながら進められており、具体的な市場導入に
対する社会的受容性、ビジネス・インパクトなど、
あらゆる懸念事項への検討が進められている。
　欧州では、ビッグデータ活用による市場形成の
流れをリードしている巨大クラウド事業者への危
機感があり、域内市場を守る必要性から、EU戦略
（Digital Single Market）を立てて、域内個人デー
タを厳格に守るしくみとしての一般データ保護規則
（GDPR）を運用するなど、データ戦略が進んでいる。
また、コネクテッド・カー、自動運転に関しては、
Horizon2020の中で7つの社会課題の一つである交
通テーマの中で、大きなイノベーションにつながる
研究テーマとして続けられている。自動運転のロー
ドマップや戦略の調整は、自動車業界のステークホ
ルダーで構成された団体であるGEAR2030で検討
されており、Fig.5のように多くのプロジェクトが
連携しながら進められている。
　この中で、例えば通信技術については、セルラー
系のV2XとIEEE802.11pに準拠した5.9GHz帯との
攻防が続いている。これは、今後登場する5Gに拡

張性が期待されていること、当面は5.9GHz帯が安
全性に関するITSに割り当てられていることなどか
ら、それぞれの優位性立証が盛んに行われており、
従来型の路側インフラ必須のITSで進めるか、セル
ラー系でゆくかという攻防でもある。
　北米では、ITS推進計画として、Fig.6のように
ITS Strategic Plan（2015-2020）があり、中でも具
体的な都市フィールドでの社会に役立つITS実証へ
の取り組み、Smart City実現へのアプローチにシ
フトしている。具体的にはUSDOTが進めるSmart 
City Challengeの中で、最終選定されたコロンバス
市などを中心に、コネクティビティ技術、自動運転
関連の取り組みが進められている。その実験フィー
ルドとなる各州では、立法、規制を整備して、実証
実験を受け入れている。
　ここでも通信技術に関しては、欧州と同様の議
論があり、5.9GHz帯のDSRCか、C-V2X（Cellular 
Vehicle to Everything）かの議論が尽きない。ここ
では、具体的な分析はしないが、このような技術
論からの優劣比較は、パフォーマンス上は明確にな
るが、サービスとのマッチングで本来の採否は決ま
るべきものである。すなわち、スマートシティ実現
の要素として、交通システムがどのように位置づけ
られ、新たな移動システムにおいて必要とされる、
どのようなコネクティビティ技術が用いられるかが
重要である。
　日本では、内閣府のSIP自動走行システムを中心
として、関係府省庁とともに海外含めた民間各社、
研究機関などが参画して、自動運転に関連するさま
ざまな実証実験が2014年度から始まり、技術面の
検証、制度面、社会的受容性などの検討が進められ
ている。
　この中で、交通関連情報を静的データから動的
データまでを一元的に取り扱えるFig.7に示すダイ

ナミックマップの考え方に基づいたデータ共有基盤
の検討が進められている。このダイナミックマップ
として定義されている静的データは、高精度地図な
どの基盤情報であるが、準動的あるいは動的データ
として利活用される情報には、高度な運転支援サー
ビスとの連携など、将来的発展の要素を含んでいる。

　海外では、カーシェアリングやライドシェアリン
グなどが新しい移動サービスとして現実になってお
り、それによるタクシー事業への影響や公共交通へ
のインパクトが新たな課題となっている。
　さらに、MaaS（Mobility as a Service）と呼ばれる、
さまざまな移動手段と利用頻度を組み合わせて、
月額負担を選択させるサービスなども実用化されて
きた。
　また、シェアリング事業者を介さないで、ローカ
ルなコミュニティを形成して、ブロックチェイン技

術によるコミュニティ内合意によるセキュアなシス
テム運用が可能といわれており、その場合、いわゆ
る元締めとなる第3者の事業者に管理されない共同
体運営なども考えられる。
　海外でSmart Cityの実現に向けて取り組まれて
いる移動手段と移動サービスは、それぞれの都市、
地域に合わせた多様な移動手段の組み合わせを前提
としており、これらをコネクティビティ技術適用の
アプリケーションとして実現するには、それに必要
なデータ利活用基盤、ビッグデータ収集用の通信手
段、セキュリティ技術などを構築する必要がある。
ここで従来と比べて著しく異なるのは、データの量
とセキュリティ確保の難しさである。
　データ量は、リアルタイムの走行中のカメラ動画
などを想定すればわかるように、数GB/secで生成
される画像データをそのままクラウドに送信するこ
とは、通信コストに合わないため、車側で処理した
結果をクラウド、もしくはモバイルエッジ側に送る

などの処理系を考慮す
る必要が出てくる。
　また、セキュリティ
については、GDPRな
どへの対応、データ、
アプリケーション全体
の保護など、高度なセ
キュリティシステムを
導入する必要がある。
　欧州委員会では、
C-ITS取り組みの中で、
セキュリティ・ポリ

Fig.4　自動運転の自動化レベル
（出典）SIP シンポジウム 2017４）



　車は、人と人を結びつける移動手段、物資の輸送
手段であることをはじめ、さまざまな需要を満たし
ながら、社会の変化と共に進化してきた。
　一方、モビリティサービスの実現に必要な基本技
術の一つが車のコネクティビティ技術である。
　現在、新たなモビリティサービスが次々と生ま
れ、世界中で自動運転の実証実験や統合的な移動
サービス実現に向けたさまざまな関連技術の開発、
制度、規則づくり、社会的受容性検討などが進め

られている。
　ここでは、コネクティビティ技術の深堀ではなく、
社会を取り巻く交通・移動環境の変化の中で、どの
ような課題に対処して、新しい価値、サービスがコ
ネクティビティ技術を通じて実現されてきたのか、
そして現在の新たな取り組みや必要なコネクティビ
ティ技術について、どんな議論、検討がなされてい
るのかについて紹介したい。

　車をコネクテッドにすることで得られる価値は、
人と人、コミュニティ全体にとって社会生活を革新
する新たな価値であることが期待されている。
　これまでに車載機器間を接続するコネクティビ
ティ技術開発に取り組んできた車単独の進化から、

車を社会のネットワークに組み込むことで得られる
社会システム全体のメリット追求に向けて、コネク
テッド・カーは進化してゆくことが期待されている。
すなわち、安全、渋滞緩和、環境、エネルギーといっ
たITSが取り組んできた課題克服への移動システム
としての車の最適化だけでなく、交通システムを担
う大きな要素として、社会的需要と個人のニーズを
マッチングさせた車のあり方を目指すことが、コネ
クテッド・カーに対する期待である。

　2017年度の日本の交通事故による死者数は、3,694
人であった。これは、1948（昭和23）年の統計開
始以降最小である。しかし、その中で高齢者事故比
率の増加が顕著になり、また人口減少による公共交
通手段の減少、運輸部門全般におけるドライバー不
足などが深刻化するなど、安全な交通の実現への課
題対策として、自動運転、特に高度安全運転支援シ
ステムへの期待が高まっており、関連する社会環境
づくりも併せて、取り組み検討が活発化している。
　また、世界では大都市への人口集中に向けた対応、
発展途上国での急激な車社会到来への新たな社会施
策など、持続的な取り組みが求められている。
　日本ではこれまで、世界に先駆けた安全かつ渋滞
緩和などを目指した道路交通情報提供システム
（JARTIC、VICS＊１）の全国展開を官民連携で進め、
カーナビゲーションへの情報提供などを含め、実用
化が進んだ。さらに、高速道路の自動料金収受シス
テム（ETC＊２）、安全運転支援システム(DSSS＊３お
よびITSスポットサービス)もFig.1で示すように実
用化された。近年になって、欧米においても路車間
通信（V2I、I2V）、車々間通信（V2V）の実証実験など、
協調型安全運転システムの実用化への取り組みが加
速してきた。これらのシステムは、コネクティビティ
技術としては、独立したシステムで構成されており、
データ、サービスも固定的であった。

　これまでに携帯電話を使ったカーナビ向けのサー
ビスも商品化されたが、物理的に専用車載機や車運
転時に携帯電話とのケーブル接続が必要など、追加

費用・工事・運転開始時の手間や動作保証された電
話機器を選ぶ必要があることなど、事業者、利用者
の双方でわずらわしく、さらにサービスが持続的魅
力に乏しいこともあり、広く普及するには至らな
かった。携帯電話の機種変更のサイクル（数カ月で
トップシェアが変わる市場）は、車載機器のライフ
サイクルと合致しないことが致命的であった。
　しかし今日では、スマートフォンなどで、個人と
個人、個人と巨大なサービスプロバイダを介した第
三者からの情報発信が簡単にできるようになり、ま
たWebアプリケーションを介した膨大なデータの
授受やIoTデバイスの進化などから、あらゆる多様
なビッグデータが処理可能となり、個々のニーズに
合致したサービス競争が行われている。
　一方、ITSの通信環境は、日本では5.8GHz帯の
狭帯域通信（DSRC）を用いたETC2.0サービス、
700MHz帯通信を使った安全運転支援サービスな
ど、ローカルな交通情報関連サービスを実現する
ための比較的小容量のデータ送受環境で実現され
ている。
　このように、従来のITSサービスとインターネッ
ト環境で実現してきたサービスは、本来は異種のも
のであり、同じ場で議論されることはなかった。し
かし、安全運転支援サービスの高度化、自動走行シ
ステムにおける高精度地図の必要性やディープラー
ニングで代表される機械的認識技術に至っては、移
動車両から得られる画像などのビッグデータを処理
する技術が基本となるため、必要手段として大容量
データ通信、クラウド処理技術の活用、さらにクラ
ウド処理か、エッジ処理すべきかなど、インター
ネット関連技術で進化してきた環境を用いた技術
開発、サービス構築が必要となってきた。このため、
ITSサービスで取り扱ってきた対象データ、通信容
量、処理技術だけでなく、インターネット関連技
術と急速に接近してきたのが、ここ数年の変化点
である。
　このため、高度安全運転システムの成果と協調型
ITSで培ってきた開発成果に加えて、インターネッ
ト環境を活用したクラウド応用技術、大規模データ
処理やAI技術を駆使して、Fig.2で示すように自動
運転の実現に向けた競争と協調の取り組みが行われ
ている。
　現在、車の「走る・止まる・曲がる」の基本機能は、
電子制御化が可能であり、すでに市販車として、導
入済みであることから、車の基本機能制御について

のマネジメント技術は完了しているといってよい。
一方、交通法規を遵守した上で、どこへ行くのか、
走行環境を認識して、どのように安全かつ同乗者の
ニーズに合わせて走るか、については、ドライバー
の意志判断にかかっている。
　この運行計画、環境認識、安全走行指示の部分（認
知、判断）が、Fig.3で示すように、自動走行シス
テムの重要なターゲットであり、AI要素が大きく
寄与することとなった。
　このことから、自動運転の世界で先頭に立ってい
る企業がWaymo（ウェイモ：自動運転開発を担う

Googleの子会社）などであるということが実態を
物語っており、Fig.4で示す自動化レベルにおける
レベル3以上の自動運転の実用化が近づく中で、関
連技術の動向含めて、企業間の協力・連携の構図が、
国際的に大きな転換点を迎えており、ビジネス環境
としても、国際的に重要な岐路に立っている。

　これまでは、車載機器とモバイル機器あるいは
インフラ接続では、当事者間でクローズドなハー
ドウェア、ソフトウェアのI/F条件を整合させるこ

とで支障がなかった。しかし、現在の課題は、通
信インフラとしてインターネット技術に影響を受
けるオープンなコネクティビティ技術を考慮せざ
るを得ないため、いわゆる垂直統合的な開発環境
は描けない。
　そこで、これまでに取り組まれてきた車載機器間
のコネクティビティ技術が、モバイル技術、インター
ネット環境と融合することで生み出されるサービス
と課題についてみてみたい。
　5-1　車載機器システムの統合マネジメント
　1970年代後半から、コンピュータ（CPU）性能
の向上と微細加工技術の進化、さらに車載環境に適
合できる高信頼性技術が徐々に確立されて、車に電
子制御技術が本格的に導入されるようになった。こ
れによって、エンジンやトランスミッションを含め、
あらゆる制御機能が、いわゆるCPU制御化された。
また、それぞれの機器間でセンサー情報の共有化や
制御用データ、診断機能の充実などの必要性が高ま
り、車載機器間のデータ通信が重要となり、その方
式も各種生まれたが、最終的にいくつかの国際標準
規格になるなど、順次淘汰されて今日に至っている。
　これらの通信技術は、配線ケーブルを介して機器を接
続していることから、ブレーキ制御はBrake-by-wireと
呼ばれ、パワートレイン制御については、Drive-by-wire
と呼ばれるなど、一般車両にも普及するロバスト性
を確保した技術となっている。
　このようにして、車の基本機能である「走る、止
まる、曲がる」を制御する技術が、すでに信頼性の
高い通信技術として確立している。ケーブル接続に
も外乱の影響、通信障害はあるため、冗長性を適度
に持った多重系システムとして設計されるなどの配
慮も施されている。安全運転支援システム、自動運
転の制御システムの設計では、これまでより複雑化

するが、基本的な設計思想は踏襲される。
　5-2　モバイル機器の活用
　一方、エンターテイメントに関わる通信技術は、
音楽、映像、あるいはメール、SNSなどの個人とし
て楽しむデータを車内機器にコンテンツとして取り
込む、あるいはカーナビゲーション用の地図データ、
さまざまなコンテンツ情報を取り込む、などの目的
で、データ通信、フォーマット形式、機器間インター
フェイスの設計が個別に行われてきた。
　これらは、OEM側で採否決定できる制御系とは
異なり、外的要因によって比較的頻度高く仕様変更
要求が後追いで出てくるなど、対応に苦慮するもの
も多かった。そんな中、通信型カーナビゲーション
としてスタートしたサービスが、高級車の差別化か
ら導入が始まり、やがて一般車にも展開され、現在
では、顧客とのコネクティブなツールとして定着し
たが、ここまでには多くの課題解決が必要であった。
　やがて、スマートフォンの時代となり、高速通信
が、Wi-FiやBluetoothで、モバイル機器間共通の
I/Fで通信が可能となり、通信規約のバージョン変
更にも、アップデート対応可能な環境とすることで、
ある程度の変化には対処できる通信環境となった。
　そして、スマートフォンを介した車載機器の操作
機能をアプリケーションとして提供するものも出て
きた。その代表的なものが、AppleのCarPlay、
GoogleのMirrorLink、Android Autoなどである。
これらによって、エンターテイメント系の車載環境
は、徐々にスマートフォンとの親和性を高めている。
一方で車載機器を通じてユーザが選択、操作した情
報などが、アプリケーションを介して、巨大クラウ
ドでのデータ蓄積、分析が可能となり、それを基に
したユーザーへの適切な提案ができるシステムへと
つながり、個人ニーズに適合したサービスの進化へ

の可能性が広がってい
るが、一方では個人情
報の管理、セキュリ
ティ課題などが懸念さ
れている。
　今日、OEMは、車載
機器のハードを一定の
I/F条件を満たすように
準備して、ユーザーと
アプリケーション提供
事業者に利用環境とし
て提供することができ

シーの議論があり、一つの信頼できるドメインだけ
を定める方向性を示している。
　一方、最近の研究では、先に例示したブロックチェ
イン技術を使った分散型管理台帳方式を用いること
で、管理ドメインを一本化しない手法が優位ではな
いかという議論もある。これらの新技術やアプリ
ケーションは、既存の車業界だけでなく、新規事業
者にとって大きなチャンスとして捉えられている。
　異分野技術連携や巨大クラウド事業者からのビッ
グデータ処理基盤、多様なAPIやデータ処理環境
などの提供がホットな話題になっており、今後のコ
ネクティビティ技術は、サービス軸の進化と合わせ
て、次々と新しい技術の導入、管理システムなどが
生まれてくると考えられる。

　さまざまな主体者が連携したエコでスマートな社
会を築くには、ここまでに述べてきたように、異な
る事業分野の連携が必須であり、その前に同業種で
の協調的な連携が必要であろう。
　ここで、ドライバーへの新たな交通情報サービス
として、各民間事業者が導入していた通信型カーナ
ビゲーションから得られる車の位置情報であるプ
ローブデータを、災害時に協調してITS Japanに集
約し、災害時の道路通行実績情報として、一般に情
報提供した事例について紹介する。
　プローブデータは、走行した道路をトレースした
情報であるため、ドライバーが利用した道路をつぶ

さに把握できる。ここでは、災害時に通った道路ルー
トを、各社のプローブデータを集約することで、デー
タの密度を上げて地図上にマッピングし、通行実績
情報として活用した事例である。車の位置、走行ルー
トのデータは、コネクテッド・カーから得られるビッ
グデータとして、今後も移動サービス構築への基礎
データとなる。そして、データ保有者を越えて協調
できる基盤データとして活用できれば、さらに意義
ある価値につながる可能性がある。
　8-1　経緯
　2011年3月11日に発生した東日本大震災時には、
ITS Japanで、各社のプローブ情報を集約して通行
実績情報として一般向けに情報提供した。
　この時は、Fig.8で示すように、乗用車プローブ
事業者4社（本田技研工業（株）、パイオニア（株）、
トヨタ自動車（株）、日産自動車（株））のデータを集
約した通行実績情報であったが、その後、国土地理
院で集約された通行止情報を重ね合わせた「通行実
績・通行止情報」を一般利用者に向けてITS Japan
のWebサイトで公開することができた
　この活動は、事前の合意やシステム構築ができて
いたわけではなかった。その当時、ITS Japanが参
画していた総合科学技術会議社会還元加速プロジェ
クトのITSタスクフォースにおいて、Fig.9のよう
に各社のプローブ情報を統合的に集約する試みをし
ていたことで、具体的なデータ集約と、そのデータ
の力を把握していたことが、震災時のアクションに
つながった。

　さらに、これまでに防災科学技術研究所の川崎ラ
ボラトリで行われた2004年新潟県中越地震につい
ての先行的研究では、災害発生後の車両の通行実績
であるプローブデータを道路地図上にプロットし
て、その軌跡を追うと、通過できない道路で車がU
ターンしている箇所があることを捉えていた10）。ま
た、それらの学術分野で研究されていたプローブ利
活用の研究成果を踏まえて、Fig.10で示すように実
サービスとして取り組み始めていた本田技研工業
（株）のインターナビ・プレミアムクラブでの運用
実績を情報共有すると同時に、各社の理解、協力を
得て始めることができた。
　このような経緯に加え、省庁をはじめとする国の
関係機関とも早期に意思疎通が図れたことも重な
り、東日本大震災における災害時通行実績情報の提
供活動につなげることができた12）。
　8-2　取り組みの効果と課題認識
　東日本大震災時の取り組みでは、事前合意もない
中、一部関係者の想い先行で準備を進めたが、デー
タ提供各社や関係省庁が一体となった取り組みがで
きた。その結果の社会的インパクトとしては、
　①ビッグデータ（プローブ情報）による可視化
　②官民情報連携（通行止情報＋通行実績）
　③災害時の救援・支援ルート検討材料の提供

などであったが、その後のビッグデータ利活用、官
民連携の事例として取り上げられることになったこ
とが、最も意義があったと考える。
　この災害時通行実績情報が有効であることは、道
路交通情報に関わる方々には十分理解されていた。
すなわち、日本の交通情報提供可能な道路は、渋滞
等の発生が懸念される大都市中心であること、一方、
災害は場所を選ばず、あらゆるところで発生するた
め、現場の通行実態、道路実態を把握する手段とし
て、プローブ情報が有効であるということだった。
　そこで、ITS Japanは、しかるべき組織がこのよ
うな網羅的な道路交通情報を把握して、災害時に情
報提供を適時行えるようになるまで、このシステム
を持続せざるを得ないと考えて、各社の理解協力を
得て、プローブデータの収集から通行実績情報の生
成までの一連の作業を自動化することとした。
　8-3　災害時通行実績情報システム構築と運用
　東日本大震災時には、民間が保有する乗用車のプ
ローブ情報を統合して、通行実績情報とした。この
通行実績情報は、被災地周辺の道路の通行状況の把
握、被災者の救援活動、物資輸送における経路検討
などで活用できたが、今後も大災害が起きることは
懸念されたため、改善すべき内容を盛り込んだ
Fig.11に示すシステムを構築した。
　具体的には、2012年度実施の総務省調査研究プロ
ジェクトとして、乗用車に加えてタクシーやトラッ
クのプローブ情報を保有する各社の協力を得て、自
動的にシステムを立ち上げるしくみを構築したこと
により、機動力が大きく向上した。
　そのシステム改善後、Fig.12で示すように2年間
で6回の大規模災害事象が発生し、システムを稼動
することとなった。
　この対応の中で、2014年8月の広島地区での豪雨
災害では、近年増大している異常気象に起因した集
中豪雨による土砂災害であったため、災害発生しそ
うな場所や規模を把握して、システム起動の必要性、
情報提供範囲をわれわれが判断することは、極めて
困難であった。
　このように豪雨災害時は、われわれの提供する災
害時通行実績情報は、一般の移動者への情報提供を
兼ねていることから、状況が流動的で不安定なタイ
ミングでの情報提供にならないように苦慮した。
　8-4　災害時情報提供サービスの広がり
　その後も大規模災害は続き、2016年4月14日の
震度7の熊本地震については、気象庁の地震通報を
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る。つまり、「走る、止まる、曲がる」という車の
基本機能はゲートを閉ざし、エンターテイメントな
環境は、比較的オープンにすることができる。
　車の安全に関わる部分は、車両として保障し、エ
ンターテイメントな部分はユーザの自己責任が問わ
れるということで単純に切り分けられればよいが、
現実問題として、ネットワークの弱点を突いたイン
ターネット経由のハッキングによるブレーキやアク
セル操作など、車の制御系へのサイバー攻撃の事例
もあり、セキュリティ設計については、引き続き大
きな課題となっている。

　これまで述べたような環境変化の中で、安全運転
支援システムや自動運転のレベル2が実用化され、
2020年代初頭にはレベル3が市場に出てくるといわ
れており、コネクテッド・カーを取り巻くビジネス
環境は、今後さらに大きく進展することが期待され
ている。一方、Waymoなどでは、レベル4以上の
自動運転の市場投入準備が進んでおり、一気に新し
いモビリティ環境が創造されることも考慮した上
で、今後の関連産業や事業対応を戦略的に進めてゆ
くことが必要との見方もある。
　このコネクテッド・カーの将来については、欧米
および日本で政府、国際標準化団体などを通じて、
連携しながら進められており、具体的な市場導入に
対する社会的受容性、ビジネス・インパクトなど、
あらゆる懸念事項への検討が進められている。
　欧州では、ビッグデータ活用による市場形成の
流れをリードしている巨大クラウド事業者への危
機感があり、域内市場を守る必要性から、EU戦略
（Digital Single Market）を立てて、域内個人デー
タを厳格に守るしくみとしての一般データ保護規則
（GDPR）を運用するなど、データ戦略が進んでいる。
また、コネクテッド・カー、自動運転に関しては、
Horizon2020の中で7つの社会課題の一つである交
通テーマの中で、大きなイノベーションにつながる
研究テーマとして続けられている。自動運転のロー
ドマップや戦略の調整は、自動車業界のステークホ
ルダーで構成された団体であるGEAR2030で検討
されており、Fig.5のように多くのプロジェクトが
連携しながら進められている。
　この中で、例えば通信技術については、セルラー
系のV2XとIEEE802.11pに準拠した5.9GHz帯との
攻防が続いている。これは、今後登場する5Gに拡

張性が期待されていること、当面は5.9GHz帯が安
全性に関するITSに割り当てられていることなどか
ら、それぞれの優位性立証が盛んに行われており、
従来型の路側インフラ必須のITSで進めるか、セル
ラー系でゆくかという攻防でもある。
　北米では、ITS推進計画として、Fig.6のように
ITS Strategic Plan（2015-2020）があり、中でも具
体的な都市フィールドでの社会に役立つITS実証へ
の取り組み、Smart City実現へのアプローチにシ
フトしている。具体的にはUSDOTが進めるSmart 
City Challengeの中で、最終選定されたコロンバス
市などを中心に、コネクティビティ技術、自動運転
関連の取り組みが進められている。その実験フィー
ルドとなる各州では、立法、規制を整備して、実証
実験を受け入れている。
　ここでも通信技術に関しては、欧州と同様の議
論があり、5.9GHz帯のDSRCか、C-V2X（Cellular 
Vehicle to Everything）かの議論が尽きない。ここ
では、具体的な分析はしないが、このような技術
論からの優劣比較は、パフォーマンス上は明確にな
るが、サービスとのマッチングで本来の採否は決ま
るべきものである。すなわち、スマートシティ実現
の要素として、交通システムがどのように位置づけ
られ、新たな移動システムにおいて必要とされる、
どのようなコネクティビティ技術が用いられるかが
重要である。
　日本では、内閣府のSIP自動走行システムを中心
として、関係府省庁とともに海外含めた民間各社、
研究機関などが参画して、自動運転に関連するさま
ざまな実証実験が2014年度から始まり、技術面の
検証、制度面、社会的受容性などの検討が進められ
ている。
　この中で、交通関連情報を静的データから動的
データまでを一元的に取り扱えるFig.7に示すダイ

ナミックマップの考え方に基づいたデータ共有基盤
の検討が進められている。このダイナミックマップ
として定義されている静的データは、高精度地図な
どの基盤情報であるが、準動的あるいは動的データ
として利活用される情報には、高度な運転支援サー
ビスとの連携など、将来的発展の要素を含んでいる。

　海外では、カーシェアリングやライドシェアリン
グなどが新しい移動サービスとして現実になってお
り、それによるタクシー事業への影響や公共交通へ
のインパクトが新たな課題となっている。
　さらに、MaaS（Mobility as a Service）と呼ばれる、
さまざまな移動手段と利用頻度を組み合わせて、
月額負担を選択させるサービスなども実用化されて
きた。
　また、シェアリング事業者を介さないで、ローカ
ルなコミュニティを形成して、ブロックチェイン技

術によるコミュニティ内合意によるセキュアなシス
テム運用が可能といわれており、その場合、いわゆ
る元締めとなる第3者の事業者に管理されない共同
体運営なども考えられる。
　海外でSmart Cityの実現に向けて取り組まれて
いる移動手段と移動サービスは、それぞれの都市、
地域に合わせた多様な移動手段の組み合わせを前提
としており、これらをコネクティビティ技術適用の
アプリケーションとして実現するには、それに必要
なデータ利活用基盤、ビッグデータ収集用の通信手
段、セキュリティ技術などを構築する必要がある。
ここで従来と比べて著しく異なるのは、データの量
とセキュリティ確保の難しさである。
　データ量は、リアルタイムの走行中のカメラ動画
などを想定すればわかるように、数GB/secで生成
される画像データをそのままクラウドに送信するこ
とは、通信コストに合わないため、車側で処理した
結果をクラウド、もしくはモバイルエッジ側に送る

などの処理系を考慮す
る必要が出てくる。
　また、セキュリティ
については、GDPRな
どへの対応、データ、
アプリケーション全体
の保護など、高度なセ
キュリティシステムを
導入する必要がある。
　欧州委員会では、
C-ITS取り組みの中で、
セキュリティ・ポリ

　6.　世界と日本の動き

Fig.5　自動運転実現へのロードマップ
（出典）European Commission５）



　車は、人と人を結びつける移動手段、物資の輸送
手段であることをはじめ、さまざまな需要を満たし
ながら、社会の変化と共に進化してきた。
　一方、モビリティサービスの実現に必要な基本技
術の一つが車のコネクティビティ技術である。
　現在、新たなモビリティサービスが次々と生ま
れ、世界中で自動運転の実証実験や統合的な移動
サービス実現に向けたさまざまな関連技術の開発、
制度、規則づくり、社会的受容性検討などが進め

られている。
　ここでは、コネクティビティ技術の深堀ではなく、
社会を取り巻く交通・移動環境の変化の中で、どの
ような課題に対処して、新しい価値、サービスがコ
ネクティビティ技術を通じて実現されてきたのか、
そして現在の新たな取り組みや必要なコネクティビ
ティ技術について、どんな議論、検討がなされてい
るのかについて紹介したい。

　車をコネクテッドにすることで得られる価値は、
人と人、コミュニティ全体にとって社会生活を革新
する新たな価値であることが期待されている。
　これまでに車載機器間を接続するコネクティビ
ティ技術開発に取り組んできた車単独の進化から、

車を社会のネットワークに組み込むことで得られる
社会システム全体のメリット追求に向けて、コネク
テッド・カーは進化してゆくことが期待されている。
すなわち、安全、渋滞緩和、環境、エネルギーといっ
たITSが取り組んできた課題克服への移動システム
としての車の最適化だけでなく、交通システムを担
う大きな要素として、社会的需要と個人のニーズを
マッチングさせた車のあり方を目指すことが、コネ
クテッド・カーに対する期待である。

　2017年度の日本の交通事故による死者数は、3,694
人であった。これは、1948（昭和23）年の統計開
始以降最小である。しかし、その中で高齢者事故比
率の増加が顕著になり、また人口減少による公共交
通手段の減少、運輸部門全般におけるドライバー不
足などが深刻化するなど、安全な交通の実現への課
題対策として、自動運転、特に高度安全運転支援シ
ステムへの期待が高まっており、関連する社会環境
づくりも併せて、取り組み検討が活発化している。
　また、世界では大都市への人口集中に向けた対応、
発展途上国での急激な車社会到来への新たな社会施
策など、持続的な取り組みが求められている。
　日本ではこれまで、世界に先駆けた安全かつ渋滞
緩和などを目指した道路交通情報提供システム
（JARTIC、VICS＊１）の全国展開を官民連携で進め、
カーナビゲーションへの情報提供などを含め、実用
化が進んだ。さらに、高速道路の自動料金収受シス
テム（ETC＊２）、安全運転支援システム(DSSS＊３お
よびITSスポットサービス)もFig.1で示すように実
用化された。近年になって、欧米においても路車間
通信（V2I、I2V）、車々間通信（V2V）の実証実験など、
協調型安全運転システムの実用化への取り組みが加
速してきた。これらのシステムは、コネクティビティ
技術としては、独立したシステムで構成されており、
データ、サービスも固定的であった。

　これまでに携帯電話を使ったカーナビ向けのサー
ビスも商品化されたが、物理的に専用車載機や車運
転時に携帯電話とのケーブル接続が必要など、追加

費用・工事・運転開始時の手間や動作保証された電
話機器を選ぶ必要があることなど、事業者、利用者
の双方でわずらわしく、さらにサービスが持続的魅
力に乏しいこともあり、広く普及するには至らな
かった。携帯電話の機種変更のサイクル（数カ月で
トップシェアが変わる市場）は、車載機器のライフ
サイクルと合致しないことが致命的であった。
　しかし今日では、スマートフォンなどで、個人と
個人、個人と巨大なサービスプロバイダを介した第
三者からの情報発信が簡単にできるようになり、ま
たWebアプリケーションを介した膨大なデータの
授受やIoTデバイスの進化などから、あらゆる多様
なビッグデータが処理可能となり、個々のニーズに
合致したサービス競争が行われている。
　一方、ITSの通信環境は、日本では5.8GHz帯の
狭帯域通信（DSRC）を用いたETC2.0サービス、
700MHz帯通信を使った安全運転支援サービスな
ど、ローカルな交通情報関連サービスを実現する
ための比較的小容量のデータ送受環境で実現され
ている。
　このように、従来のITSサービスとインターネッ
ト環境で実現してきたサービスは、本来は異種のも
のであり、同じ場で議論されることはなかった。し
かし、安全運転支援サービスの高度化、自動走行シ
ステムにおける高精度地図の必要性やディープラー
ニングで代表される機械的認識技術に至っては、移
動車両から得られる画像などのビッグデータを処理
する技術が基本となるため、必要手段として大容量
データ通信、クラウド処理技術の活用、さらにクラ
ウド処理か、エッジ処理すべきかなど、インター
ネット関連技術で進化してきた環境を用いた技術
開発、サービス構築が必要となってきた。このため、
ITSサービスで取り扱ってきた対象データ、通信容
量、処理技術だけでなく、インターネット関連技
術と急速に接近してきたのが、ここ数年の変化点
である。
　このため、高度安全運転システムの成果と協調型
ITSで培ってきた開発成果に加えて、インターネッ
ト環境を活用したクラウド応用技術、大規模データ
処理やAI技術を駆使して、Fig.2で示すように自動
運転の実現に向けた競争と協調の取り組みが行われ
ている。
　現在、車の「走る・止まる・曲がる」の基本機能は、
電子制御化が可能であり、すでに市販車として、導
入済みであることから、車の基本機能制御について

のマネジメント技術は完了しているといってよい。
一方、交通法規を遵守した上で、どこへ行くのか、
走行環境を認識して、どのように安全かつ同乗者の
ニーズに合わせて走るか、については、ドライバー
の意志判断にかかっている。
　この運行計画、環境認識、安全走行指示の部分（認
知、判断）が、Fig.3で示すように、自動走行シス
テムの重要なターゲットであり、AI要素が大きく
寄与することとなった。
　このことから、自動運転の世界で先頭に立ってい
る企業がWaymo（ウェイモ：自動運転開発を担う

Googleの子会社）などであるということが実態を
物語っており、Fig.4で示す自動化レベルにおける
レベル3以上の自動運転の実用化が近づく中で、関
連技術の動向含めて、企業間の協力・連携の構図が、
国際的に大きな転換点を迎えており、ビジネス環境
としても、国際的に重要な岐路に立っている。

　これまでは、車載機器とモバイル機器あるいは
インフラ接続では、当事者間でクローズドなハー
ドウェア、ソフトウェアのI/F条件を整合させるこ

とで支障がなかった。しかし、現在の課題は、通
信インフラとしてインターネット技術に影響を受
けるオープンなコネクティビティ技術を考慮せざ
るを得ないため、いわゆる垂直統合的な開発環境
は描けない。
　そこで、これまでに取り組まれてきた車載機器間
のコネクティビティ技術が、モバイル技術、インター
ネット環境と融合することで生み出されるサービス
と課題についてみてみたい。
　5-1　車載機器システムの統合マネジメント
　1970年代後半から、コンピュータ（CPU）性能
の向上と微細加工技術の進化、さらに車載環境に適
合できる高信頼性技術が徐々に確立されて、車に電
子制御技術が本格的に導入されるようになった。こ
れによって、エンジンやトランスミッションを含め、
あらゆる制御機能が、いわゆるCPU制御化された。
また、それぞれの機器間でセンサー情報の共有化や
制御用データ、診断機能の充実などの必要性が高ま
り、車載機器間のデータ通信が重要となり、その方
式も各種生まれたが、最終的にいくつかの国際標準
規格になるなど、順次淘汰されて今日に至っている。
　これらの通信技術は、配線ケーブルを介して機器を接
続していることから、ブレーキ制御はBrake-by-wireと
呼ばれ、パワートレイン制御については、Drive-by-wire
と呼ばれるなど、一般車両にも普及するロバスト性
を確保した技術となっている。
　このようにして、車の基本機能である「走る、止
まる、曲がる」を制御する技術が、すでに信頼性の
高い通信技術として確立している。ケーブル接続に
も外乱の影響、通信障害はあるため、冗長性を適度
に持った多重系システムとして設計されるなどの配
慮も施されている。安全運転支援システム、自動運
転の制御システムの設計では、これまでより複雑化

するが、基本的な設計思想は踏襲される。
　5-2　モバイル機器の活用
　一方、エンターテイメントに関わる通信技術は、
音楽、映像、あるいはメール、SNSなどの個人とし
て楽しむデータを車内機器にコンテンツとして取り
込む、あるいはカーナビゲーション用の地図データ、
さまざまなコンテンツ情報を取り込む、などの目的
で、データ通信、フォーマット形式、機器間インター
フェイスの設計が個別に行われてきた。
　これらは、OEM側で採否決定できる制御系とは
異なり、外的要因によって比較的頻度高く仕様変更
要求が後追いで出てくるなど、対応に苦慮するもの
も多かった。そんな中、通信型カーナビゲーション
としてスタートしたサービスが、高級車の差別化か
ら導入が始まり、やがて一般車にも展開され、現在
では、顧客とのコネクティブなツールとして定着し
たが、ここまでには多くの課題解決が必要であった。
　やがて、スマートフォンの時代となり、高速通信
が、Wi-FiやBluetoothで、モバイル機器間共通の
I/Fで通信が可能となり、通信規約のバージョン変
更にも、アップデート対応可能な環境とすることで、
ある程度の変化には対処できる通信環境となった。
　そして、スマートフォンを介した車載機器の操作
機能をアプリケーションとして提供するものも出て
きた。その代表的なものが、AppleのCarPlay、
GoogleのMirrorLink、Android Autoなどである。
これらによって、エンターテイメント系の車載環境
は、徐々にスマートフォンとの親和性を高めている。
一方で車載機器を通じてユーザが選択、操作した情
報などが、アプリケーションを介して、巨大クラウ
ドでのデータ蓄積、分析が可能となり、それを基に
したユーザーへの適切な提案ができるシステムへと
つながり、個人ニーズに適合したサービスの進化へ

の可能性が広がってい
るが、一方では個人情
報の管理、セキュリ
ティ課題などが懸念さ
れている。
　今日、OEMは、車載
機器のハードを一定の
I/F条件を満たすように
準備して、ユーザーと
アプリケーション提供
事業者に利用環境とし
て提供することができ

シーの議論があり、一つの信頼できるドメインだけ
を定める方向性を示している。
　一方、最近の研究では、先に例示したブロックチェ
イン技術を使った分散型管理台帳方式を用いること
で、管理ドメインを一本化しない手法が優位ではな
いかという議論もある。これらの新技術やアプリ
ケーションは、既存の車業界だけでなく、新規事業
者にとって大きなチャンスとして捉えられている。
　異分野技術連携や巨大クラウド事業者からのビッ
グデータ処理基盤、多様なAPIやデータ処理環境
などの提供がホットな話題になっており、今後のコ
ネクティビティ技術は、サービス軸の進化と合わせ
て、次々と新しい技術の導入、管理システムなどが
生まれてくると考えられる。

　さまざまな主体者が連携したエコでスマートな社
会を築くには、ここまでに述べてきたように、異な
る事業分野の連携が必須であり、その前に同業種で
の協調的な連携が必要であろう。
　ここで、ドライバーへの新たな交通情報サービス
として、各民間事業者が導入していた通信型カーナ
ビゲーションから得られる車の位置情報であるプ
ローブデータを、災害時に協調してITS Japanに集
約し、災害時の道路通行実績情報として、一般に情
報提供した事例について紹介する。
　プローブデータは、走行した道路をトレースした
情報であるため、ドライバーが利用した道路をつぶ

さに把握できる。ここでは、災害時に通った道路ルー
トを、各社のプローブデータを集約することで、デー
タの密度を上げて地図上にマッピングし、通行実績
情報として活用した事例である。車の位置、走行ルー
トのデータは、コネクテッド・カーから得られるビッ
グデータとして、今後も移動サービス構築への基礎
データとなる。そして、データ保有者を越えて協調
できる基盤データとして活用できれば、さらに意義
ある価値につながる可能性がある。
　8-1　経緯
　2011年3月11日に発生した東日本大震災時には、
ITS Japanで、各社のプローブ情報を集約して通行
実績情報として一般向けに情報提供した。
　この時は、Fig.8で示すように、乗用車プローブ
事業者4社（本田技研工業（株）、パイオニア（株）、
トヨタ自動車（株）、日産自動車（株））のデータを集
約した通行実績情報であったが、その後、国土地理
院で集約された通行止情報を重ね合わせた「通行実
績・通行止情報」を一般利用者に向けてITS Japan
のWebサイトで公開することができた
　この活動は、事前の合意やシステム構築ができて
いたわけではなかった。その当時、ITS Japanが参
画していた総合科学技術会議社会還元加速プロジェ
クトのITSタスクフォースにおいて、Fig.9のよう
に各社のプローブ情報を統合的に集約する試みをし
ていたことで、具体的なデータ集約と、そのデータ
の力を把握していたことが、震災時のアクションに
つながった。

　さらに、これまでに防災科学技術研究所の川崎ラ
ボラトリで行われた2004年新潟県中越地震につい
ての先行的研究では、災害発生後の車両の通行実績
であるプローブデータを道路地図上にプロットし
て、その軌跡を追うと、通過できない道路で車がU
ターンしている箇所があることを捉えていた10）。ま
た、それらの学術分野で研究されていたプローブ利
活用の研究成果を踏まえて、Fig.10で示すように実
サービスとして取り組み始めていた本田技研工業
（株）のインターナビ・プレミアムクラブでの運用
実績を情報共有すると同時に、各社の理解、協力を
得て始めることができた。
　このような経緯に加え、省庁をはじめとする国の
関係機関とも早期に意思疎通が図れたことも重な
り、東日本大震災における災害時通行実績情報の提
供活動につなげることができた12）。
　8-2　取り組みの効果と課題認識
　東日本大震災時の取り組みでは、事前合意もない
中、一部関係者の想い先行で準備を進めたが、デー
タ提供各社や関係省庁が一体となった取り組みがで
きた。その結果の社会的インパクトとしては、
　①ビッグデータ（プローブ情報）による可視化
　②官民情報連携（通行止情報＋通行実績）
　③災害時の救援・支援ルート検討材料の提供

などであったが、その後のビッグデータ利活用、官
民連携の事例として取り上げられることになったこ
とが、最も意義があったと考える。
　この災害時通行実績情報が有効であることは、道
路交通情報に関わる方々には十分理解されていた。
すなわち、日本の交通情報提供可能な道路は、渋滞
等の発生が懸念される大都市中心であること、一方、
災害は場所を選ばず、あらゆるところで発生するた
め、現場の通行実態、道路実態を把握する手段とし
て、プローブ情報が有効であるということだった。
　そこで、ITS Japanは、しかるべき組織がこのよ
うな網羅的な道路交通情報を把握して、災害時に情
報提供を適時行えるようになるまで、このシステム
を持続せざるを得ないと考えて、各社の理解協力を
得て、プローブデータの収集から通行実績情報の生
成までの一連の作業を自動化することとした。
　8-3　災害時通行実績情報システム構築と運用
　東日本大震災時には、民間が保有する乗用車のプ
ローブ情報を統合して、通行実績情報とした。この
通行実績情報は、被災地周辺の道路の通行状況の把
握、被災者の救援活動、物資輸送における経路検討
などで活用できたが、今後も大災害が起きることは
懸念されたため、改善すべき内容を盛り込んだ
Fig.11に示すシステムを構築した。
　具体的には、2012年度実施の総務省調査研究プロ
ジェクトとして、乗用車に加えてタクシーやトラッ
クのプローブ情報を保有する各社の協力を得て、自
動的にシステムを立ち上げるしくみを構築したこと
により、機動力が大きく向上した。
　そのシステム改善後、Fig.12で示すように2年間
で6回の大規模災害事象が発生し、システムを稼動
することとなった。
　この対応の中で、2014年8月の広島地区での豪雨
災害では、近年増大している異常気象に起因した集
中豪雨による土砂災害であったため、災害発生しそ
うな場所や規模を把握して、システム起動の必要性、
情報提供範囲をわれわれが判断することは、極めて
困難であった。
　このように豪雨災害時は、われわれの提供する災
害時通行実績情報は、一般の移動者への情報提供を
兼ねていることから、状況が流動的で不安定なタイ
ミングでの情報提供にならないように苦慮した。
　8-4　災害時情報提供サービスの広がり
　その後も大規模災害は続き、2016年4月14日の
震度7の熊本地震については、気象庁の地震通報を

る。つまり、「走る、止まる、曲がる」という車の
基本機能はゲートを閉ざし、エンターテイメントな
環境は、比較的オープンにすることができる。
　車の安全に関わる部分は、車両として保障し、エ
ンターテイメントな部分はユーザの自己責任が問わ
れるということで単純に切り分けられればよいが、
現実問題として、ネットワークの弱点を突いたイン
ターネット経由のハッキングによるブレーキやアク
セル操作など、車の制御系へのサイバー攻撃の事例
もあり、セキュリティ設計については、引き続き大
きな課題となっている。

　これまで述べたような環境変化の中で、安全運転
支援システムや自動運転のレベル2が実用化され、
2020年代初頭にはレベル3が市場に出てくるといわ
れており、コネクテッド・カーを取り巻くビジネス
環境は、今後さらに大きく進展することが期待され
ている。一方、Waymoなどでは、レベル4以上の
自動運転の市場投入準備が進んでおり、一気に新し
いモビリティ環境が創造されることも考慮した上
で、今後の関連産業や事業対応を戦略的に進めてゆ
くことが必要との見方もある。
　このコネクテッド・カーの将来については、欧米
および日本で政府、国際標準化団体などを通じて、
連携しながら進められており、具体的な市場導入に
対する社会的受容性、ビジネス・インパクトなど、
あらゆる懸念事項への検討が進められている。
　欧州では、ビッグデータ活用による市場形成の
流れをリードしている巨大クラウド事業者への危
機感があり、域内市場を守る必要性から、EU戦略
（Digital Single Market）を立てて、域内個人デー
タを厳格に守るしくみとしての一般データ保護規則
（GDPR）を運用するなど、データ戦略が進んでいる。
また、コネクテッド・カー、自動運転に関しては、
Horizon2020の中で7つの社会課題の一つである交
通テーマの中で、大きなイノベーションにつながる
研究テーマとして続けられている。自動運転のロー
ドマップや戦略の調整は、自動車業界のステークホ
ルダーで構成された団体であるGEAR2030で検討
されており、Fig.5のように多くのプロジェクトが
連携しながら進められている。
　この中で、例えば通信技術については、セルラー
系のV2XとIEEE802.11pに準拠した5.9GHz帯との
攻防が続いている。これは、今後登場する5Gに拡

張性が期待されていること、当面は5.9GHz帯が安
全性に関するITSに割り当てられていることなどか
ら、それぞれの優位性立証が盛んに行われており、
従来型の路側インフラ必須のITSで進めるか、セル
ラー系でゆくかという攻防でもある。
　北米では、ITS推進計画として、Fig.6のように
ITS Strategic Plan（2015-2020）があり、中でも具
体的な都市フィールドでの社会に役立つITS実証へ
の取り組み、Smart City実現へのアプローチにシ
フトしている。具体的にはUSDOTが進めるSmart 
City Challengeの中で、最終選定されたコロンバス
市などを中心に、コネクティビティ技術、自動運転
関連の取り組みが進められている。その実験フィー
ルドとなる各州では、立法、規制を整備して、実証
実験を受け入れている。
　ここでも通信技術に関しては、欧州と同様の議
論があり、5.9GHz帯のDSRCか、C-V2X（Cellular 
Vehicle to Everything）かの議論が尽きない。ここ
では、具体的な分析はしないが、このような技術
論からの優劣比較は、パフォーマンス上は明確にな
るが、サービスとのマッチングで本来の採否は決ま
るべきものである。すなわち、スマートシティ実現
の要素として、交通システムがどのように位置づけ
られ、新たな移動システムにおいて必要とされる、
どのようなコネクティビティ技術が用いられるかが
重要である。
　日本では、内閣府のSIP自動走行システムを中心
として、関係府省庁とともに海外含めた民間各社、
研究機関などが参画して、自動運転に関連するさま
ざまな実証実験が2014年度から始まり、技術面の
検証、制度面、社会的受容性などの検討が進められ
ている。
　この中で、交通関連情報を静的データから動的
データまでを一元的に取り扱えるFig.7に示すダイ
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ナミックマップの考え方に基づいたデータ共有基盤
の検討が進められている。このダイナミックマップ
として定義されている静的データは、高精度地図な
どの基盤情報であるが、準動的あるいは動的データ
として利活用される情報には、高度な運転支援サー
ビスとの連携など、将来的発展の要素を含んでいる。

　海外では、カーシェアリングやライドシェアリン
グなどが新しい移動サービスとして現実になってお
り、それによるタクシー事業への影響や公共交通へ
のインパクトが新たな課題となっている。
　さらに、MaaS（Mobility as a Service）と呼ばれる、
さまざまな移動手段と利用頻度を組み合わせて、
月額負担を選択させるサービスなども実用化されて
きた。
　また、シェアリング事業者を介さないで、ローカ
ルなコミュニティを形成して、ブロックチェイン技

術によるコミュニティ内合意によるセキュアなシス
テム運用が可能といわれており、その場合、いわゆ
る元締めとなる第3者の事業者に管理されない共同
体運営なども考えられる。
　海外でSmart Cityの実現に向けて取り組まれて
いる移動手段と移動サービスは、それぞれの都市、
地域に合わせた多様な移動手段の組み合わせを前提
としており、これらをコネクティビティ技術適用の
アプリケーションとして実現するには、それに必要
なデータ利活用基盤、ビッグデータ収集用の通信手
段、セキュリティ技術などを構築する必要がある。
ここで従来と比べて著しく異なるのは、データの量
とセキュリティ確保の難しさである。
　データ量は、リアルタイムの走行中のカメラ動画
などを想定すればわかるように、数GB/secで生成
される画像データをそのままクラウドに送信するこ
とは、通信コストに合わないため、車側で処理した
結果をクラウド、もしくはモバイルエッジ側に送る

などの処理系を考慮す
る必要が出てくる。
　また、セキュリティ
については、GDPRな
どへの対応、データ、
アプリケーション全体
の保護など、高度なセ
キュリティシステムを
導入する必要がある。
　欧州委員会では、
C-ITS取り組みの中で、
セキュリティ・ポリ

　7.　新しいサービスとコア技術

Fig.7　ダイナミックマップの概念
（出典）市民ダイアログ 2017７）

Fig.6　ITS Strategic Plan：USDOT
（出典）USDOT６）



　車は、人と人を結びつける移動手段、物資の輸送
手段であることをはじめ、さまざまな需要を満たし
ながら、社会の変化と共に進化してきた。
　一方、モビリティサービスの実現に必要な基本技
術の一つが車のコネクティビティ技術である。
　現在、新たなモビリティサービスが次々と生ま
れ、世界中で自動運転の実証実験や統合的な移動
サービス実現に向けたさまざまな関連技術の開発、
制度、規則づくり、社会的受容性検討などが進め

られている。
　ここでは、コネクティビティ技術の深堀ではなく、
社会を取り巻く交通・移動環境の変化の中で、どの
ような課題に対処して、新しい価値、サービスがコ
ネクティビティ技術を通じて実現されてきたのか、
そして現在の新たな取り組みや必要なコネクティビ
ティ技術について、どんな議論、検討がなされてい
るのかについて紹介したい。

　車をコネクテッドにすることで得られる価値は、
人と人、コミュニティ全体にとって社会生活を革新
する新たな価値であることが期待されている。
　これまでに車載機器間を接続するコネクティビ
ティ技術開発に取り組んできた車単独の進化から、

車を社会のネットワークに組み込むことで得られる
社会システム全体のメリット追求に向けて、コネク
テッド・カーは進化してゆくことが期待されている。
すなわち、安全、渋滞緩和、環境、エネルギーといっ
たITSが取り組んできた課題克服への移動システム
としての車の最適化だけでなく、交通システムを担
う大きな要素として、社会的需要と個人のニーズを
マッチングさせた車のあり方を目指すことが、コネ
クテッド・カーに対する期待である。

　2017年度の日本の交通事故による死者数は、3,694
人であった。これは、1948（昭和23）年の統計開
始以降最小である。しかし、その中で高齢者事故比
率の増加が顕著になり、また人口減少による公共交
通手段の減少、運輸部門全般におけるドライバー不
足などが深刻化するなど、安全な交通の実現への課
題対策として、自動運転、特に高度安全運転支援シ
ステムへの期待が高まっており、関連する社会環境
づくりも併せて、取り組み検討が活発化している。
　また、世界では大都市への人口集中に向けた対応、
発展途上国での急激な車社会到来への新たな社会施
策など、持続的な取り組みが求められている。
　日本ではこれまで、世界に先駆けた安全かつ渋滞
緩和などを目指した道路交通情報提供システム
（JARTIC、VICS＊１）の全国展開を官民連携で進め、
カーナビゲーションへの情報提供などを含め、実用
化が進んだ。さらに、高速道路の自動料金収受シス
テム（ETC＊２）、安全運転支援システム(DSSS＊３お
よびITSスポットサービス)もFig.1で示すように実
用化された。近年になって、欧米においても路車間
通信（V2I、I2V）、車々間通信（V2V）の実証実験など、
協調型安全運転システムの実用化への取り組みが加
速してきた。これらのシステムは、コネクティビティ
技術としては、独立したシステムで構成されており、
データ、サービスも固定的であった。

　これまでに携帯電話を使ったカーナビ向けのサー
ビスも商品化されたが、物理的に専用車載機や車運
転時に携帯電話とのケーブル接続が必要など、追加

費用・工事・運転開始時の手間や動作保証された電
話機器を選ぶ必要があることなど、事業者、利用者
の双方でわずらわしく、さらにサービスが持続的魅
力に乏しいこともあり、広く普及するには至らな
かった。携帯電話の機種変更のサイクル（数カ月で
トップシェアが変わる市場）は、車載機器のライフ
サイクルと合致しないことが致命的であった。
　しかし今日では、スマートフォンなどで、個人と
個人、個人と巨大なサービスプロバイダを介した第
三者からの情報発信が簡単にできるようになり、ま
たWebアプリケーションを介した膨大なデータの
授受やIoTデバイスの進化などから、あらゆる多様
なビッグデータが処理可能となり、個々のニーズに
合致したサービス競争が行われている。
　一方、ITSの通信環境は、日本では5.8GHz帯の
狭帯域通信（DSRC）を用いたETC2.0サービス、
700MHz帯通信を使った安全運転支援サービスな
ど、ローカルな交通情報関連サービスを実現する
ための比較的小容量のデータ送受環境で実現され
ている。
　このように、従来のITSサービスとインターネッ
ト環境で実現してきたサービスは、本来は異種のも
のであり、同じ場で議論されることはなかった。し
かし、安全運転支援サービスの高度化、自動走行シ
ステムにおける高精度地図の必要性やディープラー
ニングで代表される機械的認識技術に至っては、移
動車両から得られる画像などのビッグデータを処理
する技術が基本となるため、必要手段として大容量
データ通信、クラウド処理技術の活用、さらにクラ
ウド処理か、エッジ処理すべきかなど、インター
ネット関連技術で進化してきた環境を用いた技術
開発、サービス構築が必要となってきた。このため、
ITSサービスで取り扱ってきた対象データ、通信容
量、処理技術だけでなく、インターネット関連技
術と急速に接近してきたのが、ここ数年の変化点
である。
　このため、高度安全運転システムの成果と協調型
ITSで培ってきた開発成果に加えて、インターネッ
ト環境を活用したクラウド応用技術、大規模データ
処理やAI技術を駆使して、Fig.2で示すように自動
運転の実現に向けた競争と協調の取り組みが行われ
ている。
　現在、車の「走る・止まる・曲がる」の基本機能は、
電子制御化が可能であり、すでに市販車として、導
入済みであることから、車の基本機能制御について

のマネジメント技術は完了しているといってよい。
一方、交通法規を遵守した上で、どこへ行くのか、
走行環境を認識して、どのように安全かつ同乗者の
ニーズに合わせて走るか、については、ドライバー
の意志判断にかかっている。
　この運行計画、環境認識、安全走行指示の部分（認
知、判断）が、Fig.3で示すように、自動走行シス
テムの重要なターゲットであり、AI要素が大きく
寄与することとなった。
　このことから、自動運転の世界で先頭に立ってい
る企業がWaymo（ウェイモ：自動運転開発を担う

Googleの子会社）などであるということが実態を
物語っており、Fig.4で示す自動化レベルにおける
レベル3以上の自動運転の実用化が近づく中で、関
連技術の動向含めて、企業間の協力・連携の構図が、
国際的に大きな転換点を迎えており、ビジネス環境
としても、国際的に重要な岐路に立っている。

　これまでは、車載機器とモバイル機器あるいは
インフラ接続では、当事者間でクローズドなハー
ドウェア、ソフトウェアのI/F条件を整合させるこ

とで支障がなかった。しかし、現在の課題は、通
信インフラとしてインターネット技術に影響を受
けるオープンなコネクティビティ技術を考慮せざ
るを得ないため、いわゆる垂直統合的な開発環境
は描けない。
　そこで、これまでに取り組まれてきた車載機器間
のコネクティビティ技術が、モバイル技術、インター
ネット環境と融合することで生み出されるサービス
と課題についてみてみたい。
　5-1　車載機器システムの統合マネジメント
　1970年代後半から、コンピュータ（CPU）性能
の向上と微細加工技術の進化、さらに車載環境に適
合できる高信頼性技術が徐々に確立されて、車に電
子制御技術が本格的に導入されるようになった。こ
れによって、エンジンやトランスミッションを含め、
あらゆる制御機能が、いわゆるCPU制御化された。
また、それぞれの機器間でセンサー情報の共有化や
制御用データ、診断機能の充実などの必要性が高ま
り、車載機器間のデータ通信が重要となり、その方
式も各種生まれたが、最終的にいくつかの国際標準
規格になるなど、順次淘汰されて今日に至っている。
　これらの通信技術は、配線ケーブルを介して機器を接
続していることから、ブレーキ制御はBrake-by-wireと
呼ばれ、パワートレイン制御については、Drive-by-wire
と呼ばれるなど、一般車両にも普及するロバスト性
を確保した技術となっている。
　このようにして、車の基本機能である「走る、止
まる、曲がる」を制御する技術が、すでに信頼性の
高い通信技術として確立している。ケーブル接続に
も外乱の影響、通信障害はあるため、冗長性を適度
に持った多重系システムとして設計されるなどの配
慮も施されている。安全運転支援システム、自動運
転の制御システムの設計では、これまでより複雑化

するが、基本的な設計思想は踏襲される。
　5-2　モバイル機器の活用
　一方、エンターテイメントに関わる通信技術は、
音楽、映像、あるいはメール、SNSなどの個人とし
て楽しむデータを車内機器にコンテンツとして取り
込む、あるいはカーナビゲーション用の地図データ、
さまざまなコンテンツ情報を取り込む、などの目的
で、データ通信、フォーマット形式、機器間インター
フェイスの設計が個別に行われてきた。
　これらは、OEM側で採否決定できる制御系とは
異なり、外的要因によって比較的頻度高く仕様変更
要求が後追いで出てくるなど、対応に苦慮するもの
も多かった。そんな中、通信型カーナビゲーション
としてスタートしたサービスが、高級車の差別化か
ら導入が始まり、やがて一般車にも展開され、現在
では、顧客とのコネクティブなツールとして定着し
たが、ここまでには多くの課題解決が必要であった。
　やがて、スマートフォンの時代となり、高速通信
が、Wi-FiやBluetoothで、モバイル機器間共通の
I/Fで通信が可能となり、通信規約のバージョン変
更にも、アップデート対応可能な環境とすることで、
ある程度の変化には対処できる通信環境となった。
　そして、スマートフォンを介した車載機器の操作
機能をアプリケーションとして提供するものも出て
きた。その代表的なものが、AppleのCarPlay、
GoogleのMirrorLink、Android Autoなどである。
これらによって、エンターテイメント系の車載環境
は、徐々にスマートフォンとの親和性を高めている。
一方で車載機器を通じてユーザが選択、操作した情
報などが、アプリケーションを介して、巨大クラウ
ドでのデータ蓄積、分析が可能となり、それを基に
したユーザーへの適切な提案ができるシステムへと
つながり、個人ニーズに適合したサービスの進化へ

の可能性が広がってい
るが、一方では個人情
報の管理、セキュリ
ティ課題などが懸念さ
れている。
　今日、OEMは、車載
機器のハードを一定の
I/F条件を満たすように
準備して、ユーザーと
アプリケーション提供
事業者に利用環境とし
て提供することができ
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シーの議論があり、一つの信頼できるドメインだけ
を定める方向性を示している。
　一方、最近の研究では、先に例示したブロックチェ
イン技術を使った分散型管理台帳方式を用いること
で、管理ドメインを一本化しない手法が優位ではな
いかという議論もある。これらの新技術やアプリ
ケーションは、既存の車業界だけでなく、新規事業
者にとって大きなチャンスとして捉えられている。
　異分野技術連携や巨大クラウド事業者からのビッ
グデータ処理基盤、多様なAPIやデータ処理環境
などの提供がホットな話題になっており、今後のコ
ネクティビティ技術は、サービス軸の進化と合わせ
て、次々と新しい技術の導入、管理システムなどが
生まれてくると考えられる。

　さまざまな主体者が連携したエコでスマートな社
会を築くには、ここまでに述べてきたように、異な
る事業分野の連携が必須であり、その前に同業種で
の協調的な連携が必要であろう。
　ここで、ドライバーへの新たな交通情報サービス
として、各民間事業者が導入していた通信型カーナ
ビゲーションから得られる車の位置情報であるプ
ローブデータを、災害時に協調してITS Japanに集
約し、災害時の道路通行実績情報として、一般に情
報提供した事例について紹介する。
　プローブデータは、走行した道路をトレースした
情報であるため、ドライバーが利用した道路をつぶ

さに把握できる。ここでは、災害時に通った道路ルー
トを、各社のプローブデータを集約することで、デー
タの密度を上げて地図上にマッピングし、通行実績
情報として活用した事例である。車の位置、走行ルー
トのデータは、コネクテッド・カーから得られるビッ
グデータとして、今後も移動サービス構築への基礎
データとなる。そして、データ保有者を越えて協調
できる基盤データとして活用できれば、さらに意義
ある価値につながる可能性がある。
　8-1　経緯
　2011年3月11日に発生した東日本大震災時には、
ITS Japanで、各社のプローブ情報を集約して通行
実績情報として一般向けに情報提供した。
　この時は、Fig.8で示すように、乗用車プローブ
事業者4社（本田技研工業（株）、パイオニア（株）、
トヨタ自動車（株）、日産自動車（株））のデータを集
約した通行実績情報であったが、その後、国土地理
院で集約された通行止情報を重ね合わせた「通行実
績・通行止情報」を一般利用者に向けてITS Japan
のWebサイトで公開することができた
　この活動は、事前の合意やシステム構築ができて
いたわけではなかった。その当時、ITS Japanが参
画していた総合科学技術会議社会還元加速プロジェ
クトのITSタスクフォースにおいて、Fig.9のよう
に各社のプローブ情報を統合的に集約する試みをし
ていたことで、具体的なデータ集約と、そのデータ
の力を把握していたことが、震災時のアクションに
つながった。

　さらに、これまでに防災科学技術研究所の川崎ラ
ボラトリで行われた2004年新潟県中越地震につい
ての先行的研究では、災害発生後の車両の通行実績
であるプローブデータを道路地図上にプロットし
て、その軌跡を追うと、通過できない道路で車がU
ターンしている箇所があることを捉えていた10）。ま
た、それらの学術分野で研究されていたプローブ利
活用の研究成果を踏まえて、Fig.10で示すように実
サービスとして取り組み始めていた本田技研工業
（株）のインターナビ・プレミアムクラブでの運用
実績を情報共有すると同時に、各社の理解、協力を
得て始めることができた。
　このような経緯に加え、省庁をはじめとする国の
関係機関とも早期に意思疎通が図れたことも重な
り、東日本大震災における災害時通行実績情報の提
供活動につなげることができた12）。
　8-2　取り組みの効果と課題認識
　東日本大震災時の取り組みでは、事前合意もない
中、一部関係者の想い先行で準備を進めたが、デー
タ提供各社や関係省庁が一体となった取り組みがで
きた。その結果の社会的インパクトとしては、
　①ビッグデータ（プローブ情報）による可視化
　②官民情報連携（通行止情報＋通行実績）
　③災害時の救援・支援ルート検討材料の提供

などであったが、その後のビッグデータ利活用、官
民連携の事例として取り上げられることになったこ
とが、最も意義があったと考える。
　この災害時通行実績情報が有効であることは、道
路交通情報に関わる方々には十分理解されていた。
すなわち、日本の交通情報提供可能な道路は、渋滞
等の発生が懸念される大都市中心であること、一方、
災害は場所を選ばず、あらゆるところで発生するた
め、現場の通行実態、道路実態を把握する手段とし
て、プローブ情報が有効であるということだった。
　そこで、ITS Japanは、しかるべき組織がこのよ
うな網羅的な道路交通情報を把握して、災害時に情
報提供を適時行えるようになるまで、このシステム
を持続せざるを得ないと考えて、各社の理解協力を
得て、プローブデータの収集から通行実績情報の生
成までの一連の作業を自動化することとした。
　8-3　災害時通行実績情報システム構築と運用
　東日本大震災時には、民間が保有する乗用車のプ
ローブ情報を統合して、通行実績情報とした。この
通行実績情報は、被災地周辺の道路の通行状況の把
握、被災者の救援活動、物資輸送における経路検討
などで活用できたが、今後も大災害が起きることは
懸念されたため、改善すべき内容を盛り込んだ
Fig.11に示すシステムを構築した。
　具体的には、2012年度実施の総務省調査研究プロ
ジェクトとして、乗用車に加えてタクシーやトラッ
クのプローブ情報を保有する各社の協力を得て、自
動的にシステムを立ち上げるしくみを構築したこと
により、機動力が大きく向上した。
　そのシステム改善後、Fig.12で示すように2年間
で6回の大規模災害事象が発生し、システムを稼動
することとなった。
　この対応の中で、2014年8月の広島地区での豪雨
災害では、近年増大している異常気象に起因した集
中豪雨による土砂災害であったため、災害発生しそ
うな場所や規模を把握して、システム起動の必要性、
情報提供範囲をわれわれが判断することは、極めて
困難であった。
　このように豪雨災害時は、われわれの提供する災
害時通行実績情報は、一般の移動者への情報提供を
兼ねていることから、状況が流動的で不安定なタイ
ミングでの情報提供にならないように苦慮した。
　8-4　災害時情報提供サービスの広がり
　その後も大規模災害は続き、2016年4月14日の
震度7の熊本地震については、気象庁の地震通報を

る。つまり、「走る、止まる、曲がる」という車の
基本機能はゲートを閉ざし、エンターテイメントな
環境は、比較的オープンにすることができる。
　車の安全に関わる部分は、車両として保障し、エ
ンターテイメントな部分はユーザの自己責任が問わ
れるということで単純に切り分けられればよいが、
現実問題として、ネットワークの弱点を突いたイン
ターネット経由のハッキングによるブレーキやアク
セル操作など、車の制御系へのサイバー攻撃の事例
もあり、セキュリティ設計については、引き続き大
きな課題となっている。

　これまで述べたような環境変化の中で、安全運転
支援システムや自動運転のレベル2が実用化され、
2020年代初頭にはレベル3が市場に出てくるといわ
れており、コネクテッド・カーを取り巻くビジネス
環境は、今後さらに大きく進展することが期待され
ている。一方、Waymoなどでは、レベル4以上の
自動運転の市場投入準備が進んでおり、一気に新し
いモビリティ環境が創造されることも考慮した上
で、今後の関連産業や事業対応を戦略的に進めてゆ
くことが必要との見方もある。
　このコネクテッド・カーの将来については、欧米
および日本で政府、国際標準化団体などを通じて、
連携しながら進められており、具体的な市場導入に
対する社会的受容性、ビジネス・インパクトなど、
あらゆる懸念事項への検討が進められている。
　欧州では、ビッグデータ活用による市場形成の
流れをリードしている巨大クラウド事業者への危
機感があり、域内市場を守る必要性から、EU戦略
（Digital Single Market）を立てて、域内個人デー
タを厳格に守るしくみとしての一般データ保護規則
（GDPR）を運用するなど、データ戦略が進んでいる。
また、コネクテッド・カー、自動運転に関しては、
Horizon2020の中で7つの社会課題の一つである交
通テーマの中で、大きなイノベーションにつながる
研究テーマとして続けられている。自動運転のロー
ドマップや戦略の調整は、自動車業界のステークホ
ルダーで構成された団体であるGEAR2030で検討
されており、Fig.5のように多くのプロジェクトが
連携しながら進められている。
　この中で、例えば通信技術については、セルラー
系のV2XとIEEE802.11pに準拠した5.9GHz帯との
攻防が続いている。これは、今後登場する5Gに拡

張性が期待されていること、当面は5.9GHz帯が安
全性に関するITSに割り当てられていることなどか
ら、それぞれの優位性立証が盛んに行われており、
従来型の路側インフラ必須のITSで進めるか、セル
ラー系でゆくかという攻防でもある。
　北米では、ITS推進計画として、Fig.6のように
ITS Strategic Plan（2015-2020）があり、中でも具
体的な都市フィールドでの社会に役立つITS実証へ
の取り組み、Smart City実現へのアプローチにシ
フトしている。具体的にはUSDOTが進めるSmart 
City Challengeの中で、最終選定されたコロンバス
市などを中心に、コネクティビティ技術、自動運転
関連の取り組みが進められている。その実験フィー
ルドとなる各州では、立法、規制を整備して、実証
実験を受け入れている。
　ここでも通信技術に関しては、欧州と同様の議
論があり、5.9GHz帯のDSRCか、C-V2X（Cellular 
Vehicle to Everything）かの議論が尽きない。ここ
では、具体的な分析はしないが、このような技術
論からの優劣比較は、パフォーマンス上は明確にな
るが、サービスとのマッチングで本来の採否は決ま
るべきものである。すなわち、スマートシティ実現
の要素として、交通システムがどのように位置づけ
られ、新たな移動システムにおいて必要とされる、
どのようなコネクティビティ技術が用いられるかが
重要である。
　日本では、内閣府のSIP自動走行システムを中心
として、関係府省庁とともに海外含めた民間各社、
研究機関などが参画して、自動運転に関連するさま
ざまな実証実験が2014年度から始まり、技術面の
検証、制度面、社会的受容性などの検討が進められ
ている。
　この中で、交通関連情報を静的データから動的
データまでを一元的に取り扱えるFig.7に示すダイ

ナミックマップの考え方に基づいたデータ共有基盤
の検討が進められている。このダイナミックマップ
として定義されている静的データは、高精度地図な
どの基盤情報であるが、準動的あるいは動的データ
として利活用される情報には、高度な運転支援サー
ビスとの連携など、将来的発展の要素を含んでいる。

　海外では、カーシェアリングやライドシェアリン
グなどが新しい移動サービスとして現実になってお
り、それによるタクシー事業への影響や公共交通へ
のインパクトが新たな課題となっている。
　さらに、MaaS（Mobility as a Service）と呼ばれる、
さまざまな移動手段と利用頻度を組み合わせて、
月額負担を選択させるサービスなども実用化されて
きた。
　また、シェアリング事業者を介さないで、ローカ
ルなコミュニティを形成して、ブロックチェイン技

術によるコミュニティ内合意によるセキュアなシス
テム運用が可能といわれており、その場合、いわゆ
る元締めとなる第3者の事業者に管理されない共同
体運営なども考えられる。
　海外でSmart Cityの実現に向けて取り組まれて
いる移動手段と移動サービスは、それぞれの都市、
地域に合わせた多様な移動手段の組み合わせを前提
としており、これらをコネクティビティ技術適用の
アプリケーションとして実現するには、それに必要
なデータ利活用基盤、ビッグデータ収集用の通信手
段、セキュリティ技術などを構築する必要がある。
ここで従来と比べて著しく異なるのは、データの量
とセキュリティ確保の難しさである。
　データ量は、リアルタイムの走行中のカメラ動画
などを想定すればわかるように、数GB/secで生成
される画像データをそのままクラウドに送信するこ
とは、通信コストに合わないため、車側で処理した
結果をクラウド、もしくはモバイルエッジ側に送る

などの処理系を考慮す
る必要が出てくる。
　また、セキュリティ
については、GDPRな
どへの対応、データ、
アプリケーション全体
の保護など、高度なセ
キュリティシステムを
導入する必要がある。
　欧州委員会では、
C-ITS取り組みの中で、
セキュリティ・ポリ
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　車は、人と人を結びつける移動手段、物資の輸送
手段であることをはじめ、さまざまな需要を満たし
ながら、社会の変化と共に進化してきた。
　一方、モビリティサービスの実現に必要な基本技
術の一つが車のコネクティビティ技術である。
　現在、新たなモビリティサービスが次々と生ま
れ、世界中で自動運転の実証実験や統合的な移動
サービス実現に向けたさまざまな関連技術の開発、
制度、規則づくり、社会的受容性検討などが進め

られている。
　ここでは、コネクティビティ技術の深堀ではなく、
社会を取り巻く交通・移動環境の変化の中で、どの
ような課題に対処して、新しい価値、サービスがコ
ネクティビティ技術を通じて実現されてきたのか、
そして現在の新たな取り組みや必要なコネクティビ
ティ技術について、どんな議論、検討がなされてい
るのかについて紹介したい。

　車をコネクテッドにすることで得られる価値は、
人と人、コミュニティ全体にとって社会生活を革新
する新たな価値であることが期待されている。
　これまでに車載機器間を接続するコネクティビ
ティ技術開発に取り組んできた車単独の進化から、

車を社会のネットワークに組み込むことで得られる
社会システム全体のメリット追求に向けて、コネク
テッド・カーは進化してゆくことが期待されている。
すなわち、安全、渋滞緩和、環境、エネルギーといっ
たITSが取り組んできた課題克服への移動システム
としての車の最適化だけでなく、交通システムを担
う大きな要素として、社会的需要と個人のニーズを
マッチングさせた車のあり方を目指すことが、コネ
クテッド・カーに対する期待である。

　2017年度の日本の交通事故による死者数は、3,694
人であった。これは、1948（昭和23）年の統計開
始以降最小である。しかし、その中で高齢者事故比
率の増加が顕著になり、また人口減少による公共交
通手段の減少、運輸部門全般におけるドライバー不
足などが深刻化するなど、安全な交通の実現への課
題対策として、自動運転、特に高度安全運転支援シ
ステムへの期待が高まっており、関連する社会環境
づくりも併せて、取り組み検討が活発化している。
　また、世界では大都市への人口集中に向けた対応、
発展途上国での急激な車社会到来への新たな社会施
策など、持続的な取り組みが求められている。
　日本ではこれまで、世界に先駆けた安全かつ渋滞
緩和などを目指した道路交通情報提供システム
（JARTIC、VICS＊１）の全国展開を官民連携で進め、
カーナビゲーションへの情報提供などを含め、実用
化が進んだ。さらに、高速道路の自動料金収受シス
テム（ETC＊２）、安全運転支援システム(DSSS＊３お
よびITSスポットサービス)もFig.1で示すように実
用化された。近年になって、欧米においても路車間
通信（V2I、I2V）、車々間通信（V2V）の実証実験など、
協調型安全運転システムの実用化への取り組みが加
速してきた。これらのシステムは、コネクティビティ
技術としては、独立したシステムで構成されており、
データ、サービスも固定的であった。

　これまでに携帯電話を使ったカーナビ向けのサー
ビスも商品化されたが、物理的に専用車載機や車運
転時に携帯電話とのケーブル接続が必要など、追加

費用・工事・運転開始時の手間や動作保証された電
話機器を選ぶ必要があることなど、事業者、利用者
の双方でわずらわしく、さらにサービスが持続的魅
力に乏しいこともあり、広く普及するには至らな
かった。携帯電話の機種変更のサイクル（数カ月で
トップシェアが変わる市場）は、車載機器のライフ
サイクルと合致しないことが致命的であった。
　しかし今日では、スマートフォンなどで、個人と
個人、個人と巨大なサービスプロバイダを介した第
三者からの情報発信が簡単にできるようになり、ま
たWebアプリケーションを介した膨大なデータの
授受やIoTデバイスの進化などから、あらゆる多様
なビッグデータが処理可能となり、個々のニーズに
合致したサービス競争が行われている。
　一方、ITSの通信環境は、日本では5.8GHz帯の
狭帯域通信（DSRC）を用いたETC2.0サービス、
700MHz帯通信を使った安全運転支援サービスな
ど、ローカルな交通情報関連サービスを実現する
ための比較的小容量のデータ送受環境で実現され
ている。
　このように、従来のITSサービスとインターネッ
ト環境で実現してきたサービスは、本来は異種のも
のであり、同じ場で議論されることはなかった。し
かし、安全運転支援サービスの高度化、自動走行シ
ステムにおける高精度地図の必要性やディープラー
ニングで代表される機械的認識技術に至っては、移
動車両から得られる画像などのビッグデータを処理
する技術が基本となるため、必要手段として大容量
データ通信、クラウド処理技術の活用、さらにクラ
ウド処理か、エッジ処理すべきかなど、インター
ネット関連技術で進化してきた環境を用いた技術
開発、サービス構築が必要となってきた。このため、
ITSサービスで取り扱ってきた対象データ、通信容
量、処理技術だけでなく、インターネット関連技
術と急速に接近してきたのが、ここ数年の変化点
である。
　このため、高度安全運転システムの成果と協調型
ITSで培ってきた開発成果に加えて、インターネッ
ト環境を活用したクラウド応用技術、大規模データ
処理やAI技術を駆使して、Fig.2で示すように自動
運転の実現に向けた競争と協調の取り組みが行われ
ている。
　現在、車の「走る・止まる・曲がる」の基本機能は、
電子制御化が可能であり、すでに市販車として、導
入済みであることから、車の基本機能制御について

のマネジメント技術は完了しているといってよい。
一方、交通法規を遵守した上で、どこへ行くのか、
走行環境を認識して、どのように安全かつ同乗者の
ニーズに合わせて走るか、については、ドライバー
の意志判断にかかっている。
　この運行計画、環境認識、安全走行指示の部分（認
知、判断）が、Fig.3で示すように、自動走行シス
テムの重要なターゲットであり、AI要素が大きく
寄与することとなった。
　このことから、自動運転の世界で先頭に立ってい
る企業がWaymo（ウェイモ：自動運転開発を担う

Googleの子会社）などであるということが実態を
物語っており、Fig.4で示す自動化レベルにおける
レベル3以上の自動運転の実用化が近づく中で、関
連技術の動向含めて、企業間の協力・連携の構図が、
国際的に大きな転換点を迎えており、ビジネス環境
としても、国際的に重要な岐路に立っている。

　これまでは、車載機器とモバイル機器あるいは
インフラ接続では、当事者間でクローズドなハー
ドウェア、ソフトウェアのI/F条件を整合させるこ

とで支障がなかった。しかし、現在の課題は、通
信インフラとしてインターネット技術に影響を受
けるオープンなコネクティビティ技術を考慮せざ
るを得ないため、いわゆる垂直統合的な開発環境
は描けない。
　そこで、これまでに取り組まれてきた車載機器間
のコネクティビティ技術が、モバイル技術、インター
ネット環境と融合することで生み出されるサービス
と課題についてみてみたい。
　5-1　車載機器システムの統合マネジメント
　1970年代後半から、コンピュータ（CPU）性能
の向上と微細加工技術の進化、さらに車載環境に適
合できる高信頼性技術が徐々に確立されて、車に電
子制御技術が本格的に導入されるようになった。こ
れによって、エンジンやトランスミッションを含め、
あらゆる制御機能が、いわゆるCPU制御化された。
また、それぞれの機器間でセンサー情報の共有化や
制御用データ、診断機能の充実などの必要性が高ま
り、車載機器間のデータ通信が重要となり、その方
式も各種生まれたが、最終的にいくつかの国際標準
規格になるなど、順次淘汰されて今日に至っている。
　これらの通信技術は、配線ケーブルを介して機器を接
続していることから、ブレーキ制御はBrake-by-wireと
呼ばれ、パワートレイン制御については、Drive-by-wire
と呼ばれるなど、一般車両にも普及するロバスト性
を確保した技術となっている。
　このようにして、車の基本機能である「走る、止
まる、曲がる」を制御する技術が、すでに信頼性の
高い通信技術として確立している。ケーブル接続に
も外乱の影響、通信障害はあるため、冗長性を適度
に持った多重系システムとして設計されるなどの配
慮も施されている。安全運転支援システム、自動運
転の制御システムの設計では、これまでより複雑化

するが、基本的な設計思想は踏襲される。
　5-2　モバイル機器の活用
　一方、エンターテイメントに関わる通信技術は、
音楽、映像、あるいはメール、SNSなどの個人とし
て楽しむデータを車内機器にコンテンツとして取り
込む、あるいはカーナビゲーション用の地図データ、
さまざまなコンテンツ情報を取り込む、などの目的
で、データ通信、フォーマット形式、機器間インター
フェイスの設計が個別に行われてきた。
　これらは、OEM側で採否決定できる制御系とは
異なり、外的要因によって比較的頻度高く仕様変更
要求が後追いで出てくるなど、対応に苦慮するもの
も多かった。そんな中、通信型カーナビゲーション
としてスタートしたサービスが、高級車の差別化か
ら導入が始まり、やがて一般車にも展開され、現在
では、顧客とのコネクティブなツールとして定着し
たが、ここまでには多くの課題解決が必要であった。
　やがて、スマートフォンの時代となり、高速通信
が、Wi-FiやBluetoothで、モバイル機器間共通の
I/Fで通信が可能となり、通信規約のバージョン変
更にも、アップデート対応可能な環境とすることで、
ある程度の変化には対処できる通信環境となった。
　そして、スマートフォンを介した車載機器の操作
機能をアプリケーションとして提供するものも出て
きた。その代表的なものが、AppleのCarPlay、
GoogleのMirrorLink、Android Autoなどである。
これらによって、エンターテイメント系の車載環境
は、徐々にスマートフォンとの親和性を高めている。
一方で車載機器を通じてユーザが選択、操作した情
報などが、アプリケーションを介して、巨大クラウ
ドでのデータ蓄積、分析が可能となり、それを基に
したユーザーへの適切な提案ができるシステムへと
つながり、個人ニーズに適合したサービスの進化へ

の可能性が広がってい
るが、一方では個人情
報の管理、セキュリ
ティ課題などが懸念さ
れている。
　今日、OEMは、車載
機器のハードを一定の
I/F条件を満たすように
準備して、ユーザーと
アプリケーション提供
事業者に利用環境とし
て提供することができ

シーの議論があり、一つの信頼できるドメインだけ
を定める方向性を示している。
　一方、最近の研究では、先に例示したブロックチェ
イン技術を使った分散型管理台帳方式を用いること
で、管理ドメインを一本化しない手法が優位ではな
いかという議論もある。これらの新技術やアプリ
ケーションは、既存の車業界だけでなく、新規事業
者にとって大きなチャンスとして捉えられている。
　異分野技術連携や巨大クラウド事業者からのビッ
グデータ処理基盤、多様なAPIやデータ処理環境
などの提供がホットな話題になっており、今後のコ
ネクティビティ技術は、サービス軸の進化と合わせ
て、次々と新しい技術の導入、管理システムなどが
生まれてくると考えられる。

　さまざまな主体者が連携したエコでスマートな社
会を築くには、ここまでに述べてきたように、異な
る事業分野の連携が必須であり、その前に同業種で
の協調的な連携が必要であろう。
　ここで、ドライバーへの新たな交通情報サービス
として、各民間事業者が導入していた通信型カーナ
ビゲーションから得られる車の位置情報であるプ
ローブデータを、災害時に協調してITS Japanに集
約し、災害時の道路通行実績情報として、一般に情
報提供した事例について紹介する。
　プローブデータは、走行した道路をトレースした
情報であるため、ドライバーが利用した道路をつぶ

さに把握できる。ここでは、災害時に通った道路ルー
トを、各社のプローブデータを集約することで、デー
タの密度を上げて地図上にマッピングし、通行実績
情報として活用した事例である。車の位置、走行ルー
トのデータは、コネクテッド・カーから得られるビッ
グデータとして、今後も移動サービス構築への基礎
データとなる。そして、データ保有者を越えて協調
できる基盤データとして活用できれば、さらに意義
ある価値につながる可能性がある。
　8-1　経緯
　2011年3月11日に発生した東日本大震災時には、
ITS Japanで、各社のプローブ情報を集約して通行
実績情報として一般向けに情報提供した。
　この時は、Fig.8で示すように、乗用車プローブ
事業者4社（本田技研工業（株）、パイオニア（株）、
トヨタ自動車（株）、日産自動車（株））のデータを集
約した通行実績情報であったが、その後、国土地理
院で集約された通行止情報を重ね合わせた「通行実
績・通行止情報」を一般利用者に向けてITS Japan
のWebサイトで公開することができた
　この活動は、事前の合意やシステム構築ができて
いたわけではなかった。その当時、ITS Japanが参
画していた総合科学技術会議社会還元加速プロジェ
クトのITSタスクフォースにおいて、Fig.9のよう
に各社のプローブ情報を統合的に集約する試みをし
ていたことで、具体的なデータ集約と、そのデータ
の力を把握していたことが、震災時のアクションに
つながった。

（ 13 ）

135

IATSS Review　Vol. 43,  No. 3 Feb., 2019
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　さらに、これまでに防災科学技術研究所の川崎ラ
ボラトリで行われた2004年新潟県中越地震につい
ての先行的研究では、災害発生後の車両の通行実績
であるプローブデータを道路地図上にプロットし
て、その軌跡を追うと、通過できない道路で車がU
ターンしている箇所があることを捉えていた10）。ま
た、それらの学術分野で研究されていたプローブ利
活用の研究成果を踏まえて、Fig.10で示すように実
サービスとして取り組み始めていた本田技研工業
（株）のインターナビ・プレミアムクラブでの運用
実績を情報共有すると同時に、各社の理解、協力を
得て始めることができた。
　このような経緯に加え、省庁をはじめとする国の
関係機関とも早期に意思疎通が図れたことも重な
り、東日本大震災における災害時通行実績情報の提
供活動につなげることができた12）。
　8-2　取り組みの効果と課題認識
　東日本大震災時の取り組みでは、事前合意もない
中、一部関係者の想い先行で準備を進めたが、デー
タ提供各社や関係省庁が一体となった取り組みがで
きた。その結果の社会的インパクトとしては、
　①ビッグデータ（プローブ情報）による可視化
　②官民情報連携（通行止情報＋通行実績）
　③災害時の救援・支援ルート検討材料の提供

などであったが、その後のビッグデータ利活用、官
民連携の事例として取り上げられることになったこ
とが、最も意義があったと考える。
　この災害時通行実績情報が有効であることは、道
路交通情報に関わる方々には十分理解されていた。
すなわち、日本の交通情報提供可能な道路は、渋滞
等の発生が懸念される大都市中心であること、一方、
災害は場所を選ばず、あらゆるところで発生するた
め、現場の通行実態、道路実態を把握する手段とし
て、プローブ情報が有効であるということだった。
　そこで、ITS Japanは、しかるべき組織がこのよ
うな網羅的な道路交通情報を把握して、災害時に情
報提供を適時行えるようになるまで、このシステム
を持続せざるを得ないと考えて、各社の理解協力を
得て、プローブデータの収集から通行実績情報の生
成までの一連の作業を自動化することとした。
　8-3　災害時通行実績情報システム構築と運用
　東日本大震災時には、民間が保有する乗用車のプ
ローブ情報を統合して、通行実績情報とした。この
通行実績情報は、被災地周辺の道路の通行状況の把
握、被災者の救援活動、物資輸送における経路検討
などで活用できたが、今後も大災害が起きることは
懸念されたため、改善すべき内容を盛り込んだ
Fig.11に示すシステムを構築した。
　具体的には、2012年度実施の総務省調査研究プロ
ジェクトとして、乗用車に加えてタクシーやトラッ
クのプローブ情報を保有する各社の協力を得て、自
動的にシステムを立ち上げるしくみを構築したこと
により、機動力が大きく向上した。
　そのシステム改善後、Fig.12で示すように2年間
で6回の大規模災害事象が発生し、システムを稼動
することとなった。
　この対応の中で、2014年8月の広島地区での豪雨
災害では、近年増大している異常気象に起因した集
中豪雨による土砂災害であったため、災害発生しそ
うな場所や規模を把握して、システム起動の必要性、
情報提供範囲をわれわれが判断することは、極めて
困難であった。
　このように豪雨災害時は、われわれの提供する災
害時通行実績情報は、一般の移動者への情報提供を
兼ねていることから、状況が流動的で不安定なタイ
ミングでの情報提供にならないように苦慮した。
　8-4　災害時情報提供サービスの広がり
　その後も大規模災害は続き、2016年4月14日の
震度7の熊本地震については、気象庁の地震通報を

る。つまり、「走る、止まる、曲がる」という車の
基本機能はゲートを閉ざし、エンターテイメントな
環境は、比較的オープンにすることができる。
　車の安全に関わる部分は、車両として保障し、エ
ンターテイメントな部分はユーザの自己責任が問わ
れるということで単純に切り分けられればよいが、
現実問題として、ネットワークの弱点を突いたイン
ターネット経由のハッキングによるブレーキやアク
セル操作など、車の制御系へのサイバー攻撃の事例
もあり、セキュリティ設計については、引き続き大
きな課題となっている。

　これまで述べたような環境変化の中で、安全運転
支援システムや自動運転のレベル2が実用化され、
2020年代初頭にはレベル3が市場に出てくるといわ
れており、コネクテッド・カーを取り巻くビジネス
環境は、今後さらに大きく進展することが期待され
ている。一方、Waymoなどでは、レベル4以上の
自動運転の市場投入準備が進んでおり、一気に新し
いモビリティ環境が創造されることも考慮した上
で、今後の関連産業や事業対応を戦略的に進めてゆ
くことが必要との見方もある。
　このコネクテッド・カーの将来については、欧米
および日本で政府、国際標準化団体などを通じて、
連携しながら進められており、具体的な市場導入に
対する社会的受容性、ビジネス・インパクトなど、
あらゆる懸念事項への検討が進められている。
　欧州では、ビッグデータ活用による市場形成の
流れをリードしている巨大クラウド事業者への危
機感があり、域内市場を守る必要性から、EU戦略
（Digital Single Market）を立てて、域内個人デー
タを厳格に守るしくみとしての一般データ保護規則
（GDPR）を運用するなど、データ戦略が進んでいる。
また、コネクテッド・カー、自動運転に関しては、
Horizon2020の中で7つの社会課題の一つである交
通テーマの中で、大きなイノベーションにつながる
研究テーマとして続けられている。自動運転のロー
ドマップや戦略の調整は、自動車業界のステークホ
ルダーで構成された団体であるGEAR2030で検討
されており、Fig.5のように多くのプロジェクトが
連携しながら進められている。
　この中で、例えば通信技術については、セルラー
系のV2XとIEEE802.11pに準拠した5.9GHz帯との
攻防が続いている。これは、今後登場する5Gに拡

張性が期待されていること、当面は5.9GHz帯が安
全性に関するITSに割り当てられていることなどか
ら、それぞれの優位性立証が盛んに行われており、
従来型の路側インフラ必須のITSで進めるか、セル
ラー系でゆくかという攻防でもある。
　北米では、ITS推進計画として、Fig.6のように
ITS Strategic Plan（2015-2020）があり、中でも具
体的な都市フィールドでの社会に役立つITS実証へ
の取り組み、Smart City実現へのアプローチにシ
フトしている。具体的にはUSDOTが進めるSmart 
City Challengeの中で、最終選定されたコロンバス
市などを中心に、コネクティビティ技術、自動運転
関連の取り組みが進められている。その実験フィー
ルドとなる各州では、立法、規制を整備して、実証
実験を受け入れている。
　ここでも通信技術に関しては、欧州と同様の議
論があり、5.9GHz帯のDSRCか、C-V2X（Cellular 
Vehicle to Everything）かの議論が尽きない。ここ
では、具体的な分析はしないが、このような技術
論からの優劣比較は、パフォーマンス上は明確にな
るが、サービスとのマッチングで本来の採否は決ま
るべきものである。すなわち、スマートシティ実現
の要素として、交通システムがどのように位置づけ
られ、新たな移動システムにおいて必要とされる、
どのようなコネクティビティ技術が用いられるかが
重要である。
　日本では、内閣府のSIP自動走行システムを中心
として、関係府省庁とともに海外含めた民間各社、
研究機関などが参画して、自動運転に関連するさま
ざまな実証実験が2014年度から始まり、技術面の
検証、制度面、社会的受容性などの検討が進められ
ている。
　この中で、交通関連情報を静的データから動的
データまでを一元的に取り扱えるFig.7に示すダイ

ナミックマップの考え方に基づいたデータ共有基盤
の検討が進められている。このダイナミックマップ
として定義されている静的データは、高精度地図な
どの基盤情報であるが、準動的あるいは動的データ
として利活用される情報には、高度な運転支援サー
ビスとの連携など、将来的発展の要素を含んでいる。

　海外では、カーシェアリングやライドシェアリン
グなどが新しい移動サービスとして現実になってお
り、それによるタクシー事業への影響や公共交通へ
のインパクトが新たな課題となっている。
　さらに、MaaS（Mobility as a Service）と呼ばれる、
さまざまな移動手段と利用頻度を組み合わせて、
月額負担を選択させるサービスなども実用化されて
きた。
　また、シェアリング事業者を介さないで、ローカ
ルなコミュニティを形成して、ブロックチェイン技

術によるコミュニティ内合意によるセキュアなシス
テム運用が可能といわれており、その場合、いわゆ
る元締めとなる第3者の事業者に管理されない共同
体運営なども考えられる。
　海外でSmart Cityの実現に向けて取り組まれて
いる移動手段と移動サービスは、それぞれの都市、
地域に合わせた多様な移動手段の組み合わせを前提
としており、これらをコネクティビティ技術適用の
アプリケーションとして実現するには、それに必要
なデータ利活用基盤、ビッグデータ収集用の通信手
段、セキュリティ技術などを構築する必要がある。
ここで従来と比べて著しく異なるのは、データの量
とセキュリティ確保の難しさである。
　データ量は、リアルタイムの走行中のカメラ動画
などを想定すればわかるように、数GB/secで生成
される画像データをそのままクラウドに送信するこ
とは、通信コストに合わないため、車側で処理した
結果をクラウド、もしくはモバイルエッジ側に送る

などの処理系を考慮す
る必要が出てくる。
　また、セキュリティ
については、GDPRな
どへの対応、データ、
アプリケーション全体
の保護など、高度なセ
キュリティシステムを
導入する必要がある。
　欧州委員会では、
C-ITS取り組みの中で、
セキュリティ・ポリ

Fig.9　社会還元加速プロジェクトの活動９）

Fig.10　プローブ情報の災害時活用事例
（出典）本田技研工業（株）11）
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を受けて自動的に各社に情報提供依頼を発信し、
各社提供のプローブ情報を集約した災害時通行実
績情報として、当日のうちに1時間ごとの更新サイ
クルでの運用が準備でき、ITS Japanサイトに情報
展開できた。
　この熊本地震については、2度に及ぶ震度7の巨
大地震と、震度6強を含む大規模な余震が広域で続
いたことで、道路、橋梁などに多くの通行不可な損
傷、路面崩壊などをもたらしたが、多くの民間や公
的団体から、災害時情報提供が実施された。
　道路交通関連情報としては、JARTIC（日本道路
交通情報センター）から、通行止めや渋滞情報など
が提供されており、本田技研工業（株）は、「インター
ナビ」によるプローブデータを道路通行実績情報と
して、Google、Yahooのサイトを通じて提供した。
またトヨタ自動車（株）は、「G-BOOK」搭載車両
からのプローブ情報による「通れたマップ」として、
JARTICの交通規制情報等も併せてWebサイト上

に情報提供した。このように、災害時通行実績情報
に関わるサービスは、情報提供サイトとサービス内
容が充実してきた。
　8-5　国土交通省道路局との新たな取り組み
　熊本地震に関する情報提供終了後、国土交通省道
路局から、民間プローブ情報活用を検討したいとの
要望があり、具体的な検討を始めた。その後、情報
提供条件などの検討を経て、2017年5月31日付で
国土交通省道路局より、Fig.13のようにプレスリ
リースされた。
　このシステムは、主として高速道路の走行区間と
入口・出口周辺走行道路から得られる通行データを
ETC2.0で把握し、それに民間プローブデータ（乗
用車、タクシー、トラックなど）による周辺データ
を補足することで、より緻密な災害時の通行実績情
報を把握することができるものである。
　これまでの災害時通行実績情報は、一般利用者を
含めて、それぞれの判断で活用するものということ
で、一定時間内の通行実績データを集約して、1枚
のマップという単純な表現方法で情報提供してき
た。しかし、利用者を特定していないため、豪雨災
害のように影響が時々刻々と大きく変化する場合、
情報提供判断は困難である。そこで、情報提供条件
として広域かつ重大な災害であることに加えて、内
閣府に非常災害対策本部が設置されたことを客観的
な指標とした。
　一方、国土交通省道路局におけるプローブ情報利
活用の目的は、まず道路管理者等による道路や橋梁

などの通行可否の判断材料の一つとすることであ
り、被災状況の詳細把握などに有効な情報を組み合
わせて、道路啓開作業の必要性や一般車両の通行可
否判断など、緊急時の判断材料とすることである。
　すなわち、道路管理者、消防、警察、自衛隊など
が協力して、まず人命救助活動に生かすことであり、
続いて被災者への救援物資輸送などの活動に生かす
こと、さらに現場確認と併せて、「通れるマップ」
として一般にも活用するという取り組みになる。
よって、ここで求められるデータは、一般利用者で
はなく、専門家による判断に足りるように提供でき
ることが望まれる。
　8-6　2018年西日本豪雨災害への対応
　2018年7月の西日本豪雨災害では、気象庁から「大
雨特別警報」が11府県に出される大規模な自然災
害となった。
　ITS Japanでは、「非常災害対策本部」が設置さ
れたことと、明らかな広域の道路交通災害発生の状
況を受けて、災害時通行実績情報の提供を行った。
　しかし、これまでになく広域での情報提供（34
メッシュ）が必要となり、2011年当時よりもデー
タ量が膨大となり、まさに今後に向けて、ビッグ
データ処理の負荷分散の必要性を体験することと

なった。

　ここに至って、道路交通情報サービスは、平常時
災害時含めて、徐々に官民情報連携が進み、新しい
情報収集と提供の形が築かれつつあるといえる。
　また、モビリティ課題の解決に向けて、車の活
用方法が広がり、関連する事業者も多様化して、
個人の移動レベルまで深く取り組めるようになっ
ている。
　これらの環境変化を受けて、抜本的な移動システ
ムのあり方、そのデータ利活用基盤の構築、具体的
なサービス創出に向けた取り組みが期待される。
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