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1．はじめに 

社団法人新交通管理システム協会（UTMS 協会）では，安

全・快適で環境に優しい交通社会の創造を目指す新交通管理

システム（UTMS）の研究開発を進めている。この一環とし

て，光ビーコンとカーナビゲーションシステム（カーナビ）

を活用した路車協調による安全運転支援システム（DSSS：
Driving Safety Support Systems）の研究開発を進めてきた。

本稿では，これまでの取り組みと評価のための公道での実証

実験の概要について述べる。 
 

2．ＵＴＭＳと DSSS の概要 

UTMS は，カーナビ等との双方向通信を行う光ビーコンを

キーインフラに，交通情報の収集や信号制御を行う ITCS（高

度交通管制システム)を核として，Fig.1 に示す代表的なサブ

システムにより構成される。 
 

安全運転支援システム
ドライバーへ周辺の交通状況を視
覚・聴覚情報により提供することで、
危険要因に対する注意を促し、交
通事故の防止を図ります。

愛知県・東京都で運用中

DSSS

歩行者等支援情報システム
歩行者（特に高齢者、視覚障害
者）に、信号の状態を知らせたり
、青信号を延長する等により、交
通事故の防止を図ります。

３１都道府県で運用中

交通公害低減システム
環境情報や交通情報を収集して、
信号制御や迂回誘導・流入制御
等を行い、大気汚染や騒音等の
交通公害を低減し、環境保護を図
ります。 ３県で運用中

EPMS

現場急行支援システム
パトカー、救急車等の緊急走行時に優先
的に走行させる信号制御を行い、被害者
の早期救援や緊急走行に起因する事故
の防止を図ります。 ９都道府県で運用中

交通情報提供システム
交通管制センターに収集された情報
を、カーナビゲーション等の様々なメ
ディアでドライバーに提供し、交通の
円滑化を図ります。

４７都道府県で運用中

AMIS

公共車両優先システム
バスなどへの優先信号制御や優先レー
ンの設置により、利用者の利便性の向
上及び交通の円滑化、公害の防止を図
ります。
３８都道府県で運用中（総延長583km）

PTPS
緊急通報システム

交通事故や車内での緊急事態の
発生時に、自動または手動で救援
機関に通報を行い、迅速な救援活
動の実現を図ります。

４７都道府県で運用中

■ 交通管制センター
UTMSの心臓部として、車載装置との双

方向通信による情報を基に交通情報の
収集や信号制御を行います。

高度交通管制システム

■ 光ビーコン
車載装置との双方向通信を行うこ
とにより、各サブシステムを実現
します。 約４８,０００基整備

安全・快適
環境に優しい

UTMS
新交通管理システム

車両運行管理システム
バス、トラック、タクシーの走行位置等
を運行管理者に提供し、効率的な運
行を支援することで、交通の円滑化を
図ります。 １１都道府県で運用中
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Fig.1 UTMS を構成するサブシステム 

 
この内 DSSS は，センサーや信号機の情報，事故統計等を

利用し周囲の危険要因を事前に運転者に教えゆとりを与える

ことで，認知ミス等による交通事故の削減を図るものである。

Fig.2 に DSSS の概念を，Fig.3 にDSSS のサービスレベルを

示す。 
 

 
Fig.2 DSSS の概念 

 

レベルⅠ 

情報提供型 

センサー情報や事故統計を基に路側から提供した注意喚

起情報を，無条件に車載機が簡易図形や音声で出力する。

レベルⅡ 

判断型 

路側からの情報と車載機が把握している運転操作の情報を

基に，車載機が運転者に提供すべき情報を選択し，適時に

視覚的・聴覚的に出力する。 

レベルⅢ 

介入･制御型

事前の注意喚起にもかかわらず，適切な運転操作が行わ

れなかったと車載機が判断した場合に，運転操作への介入

や走行の制御を行う。 

Fig.3 DSSS のサービスレベル 

 
3．DSSS 研究開発の沿革と公道実験 

UTMS 協会では，机上での調査研究に基づきサービスモデ

ルとシステムの原案を作成，公道での実証実験を繰り返しそ

の効果検証・評価を行ってきた。Fig.4 に，DSSS の研究開発

の沿革と，検証のために実施した公道実験を示す。 
 

2006200520022000 2001 2007~2004200319991998 2006200520022000 2001 2007~2004200319991998

判断型，介入型の研究・開発

センサーの
公道実験

実用化に向けた研究・開発 [ 情報提供型 ]

★

基礎的公道実験(東京都内)
- 出会い頭衝突情報提供

- 左折巻き込み（二輪車）情報提供

- 右直事故防止情報提供

- 歩行者横断情報提供

公道実験(愛知県豊田市)
- 事故態様情報提供
- 速度情報提供

公道実験(愛知県豊田市)
- 事故態様情報提供
- 追突防止情報提供
- 速度情報提供
- 歩行者横断情報提供
- 本線合流支援情報

公道実験(愛知県豊田市)

- 右折待ち車両追突防止情報提供
- 右直事故防止情報提供

判断型の公道実験

神奈川県横浜市

愛知県豊田市

栃木県宇都宮市

広島県広島市

基礎的な研究・開発

★

★ ★

★

★ ★

★

基本モデルの立案

交通事故分析

 
Fig.4 DSSS 研究開発の沿革 
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3．1． 基礎研究段階の公道実験 

事故形態と事故要因を分析し，基本的なサービスメニュー

とシステムの原案を作成し，効果の評価と課題の抽出のため

フィールドテストを 1999年と2000年に東京都荒川区内の公

道で実施した。Fig.5 にその例を示す。 

当初は，目前に迫った危険要因をセンサーで捉え，これを

情報板や車載機で運転者に知らせて衝突回避を図る警報シス

テムを構想していたため，センサーや通信の信頼性への厳し

い要求（いずれも 100%）と製造物責任の問題が議論された。

同時に，危険な交差点への情報板や高精度なセンサーの配備

費用も課題となり，これらが実用化に向けた障害となった。 
 

 
Fig.5 基礎段階での公道実験の例 （2000 年 10 月） 

 

3．2． 実用化研究段階での公道実験 
DSSS の実用化を加速するため，システムを危険への注意

喚起情報を提供する「情報提供システム」と位置づけるとと

もに，すでに全国の 45,000 以上の車線に設置されていた光

ビーコンと VICS-３メディア対応カーナビを活用することで

前述の障害の回避を図った。そして，2002 年から 2006 年ま

で愛知県豊田市内の公道にシステムを設置し，評価・検証の

ための実証実験を繰り返した。Fig．6 に，公道実験を行った

システムの一部を示す。この他に，右折待ち車両追突防止情

報提供システム，右直衝突防止情報提供システムについても

公道実験を実施している。 
公道実験では主に，システムの動作確認，運転者の受容性，

運転者の挙動等についての評価を行った。モニターがテスト

車両に同乗して各システムのサービスを体験した後に行った

アンケート調査の結果では，概ね 90%が安全運転履行への効

果が期待できるとの回答であった。また，一般ドライバーが

車を運転してサービスを体験した後のアンケート調査の結果

では，右折待ち車両追突防止情報提供システムを体験した人

のおよそ４分の３が，“追突注意”のメッセージ受信後に周

囲の車の状況を確認したと回答し，半数余りがメッセージに

より車線変更等の回避行動をとっていたことが判った。 
なお，Fig.6 に記したシステムの一部は，既に愛知県，東京

都で運用が開始されており，VICS-３メディア対応カーナビで

利用できる。 
 

 
Fig.6 実用化研究段階での公道実験の例 (2002 年～2006 年) 

 
4．車載機の進化に対応した DSSS 

車載機を高度化し，車載機で把握している運転操作状況と，

光ビーコンから提供される路側のセンサーや信号機の情報，

位置情報等を基に，情報提供の是非，提供の際の最適なタイ

ミング・位置等を計算・判断し実行する。これにより運転者

は，必要な注意喚起のみを適時得ることができ，度重なる注

意喚起への不愉快さを軽減できる。現在 UTMS 協会では，こ

の判断型 DSSS の公道実験を，４地域で実施または計画して

いる。Fig.7 に判断型DSSS の概念を示す。 

*：交通管制センターで把握している統計・感知器情報等を基に，中

央装置が提供メッセージを決定する中央決定型システム 

＊

＊
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Fig.7 高度化車載機による判断型 DSSS の概念 

 
4．1． 神奈川県における DSSS の公道実験 

 早期の実用化を目標に，既存の設備を有効に活用したシス

テムの実証実験を行っている。2006 年度より横浜市内の３カ

所で，出会い頭衝突防止情報提供，信号情報提供のサービス

を開始，マイカー約 2,000 台（最大）の参加により運転者の

受容性やサービスの効果の評価と，情報提供前後の車両挙動

の観察を実施中である。さらに，2007 年度には新たに２カ所

で，光ビーコンと DSRC を併用した右折待ち／信号待ち車両

追突防止と車線変更危険予知，右直事故防止の各情報提供

サービスの公道実験を計画している。 
 

 
Fig.8 神奈川県での判断型 DSSS 公道実験の例 

 
4．2．愛知県における DSSS の公道実験 

 将来的な介入・制御レベルのサービスをターゲットに，実

証実験を行っている。 
2006年度より豊田市内に，判断型の信号情報利用システム，

規制情報利用システムを構築し，ドライビングレコーダ搭載

のモニター車両（約 50 台）で，運転者の運転挙動の観察，受

容性・効果の検証を行っている。また，要素技術（機器）の

検証として，DSRC による死角画像伝送，二輪車・歩行者・

接近車両を検出するセンサーの公道での評価を実施している。

さらに，介入・制御型のサービスに向け，光ビーコンを位置

評定用に使用した場合の精度の確認も行っている。2007 年度

はこれらに加え，接近車両検知システムや現行 DSRC に代わ

る新たな通信メディアの公道実験も計画されている。  
 

 

Fig.9 愛知県での公道実験の例 

 
4．3．栃木県における DSSS の公道実験 

二輪車を含む交通弱者の事故低減を目指し研究開発を行っ

ている。2007 年度より宇都宮市内に，光ビーコンと DSRC
の併用による交差点車両存在情報提供システムを設置し，左

折巻き込み事故防止や右直事故防止等の情報提供サービスの

検証を行う。また，要素技術の検証として，二輪車での光ビー

コン通信の検証や二輪車センサーの評価も行う計画である。 
 
4．4．広島県における DSSS の公道実験 

広島市の交通事情に注目し，クレスト形状の橋の上での信

号待ち車両追突防止，路面電車交差点での右折時衝突防止（横

断歩行者・路面電車接近）や歩道上の歩行者や自転車との出

会い頭衝突防止等を目的に、光ビーコンと DSRC の併用によ

る動的情報提供サービスの公道実験を計画している。 
 

5．おわりに 

2008 年度には、政府によるインフラ連携安全運転支援シス

テムの大規模実証実験が計画されている。ここに示した４つ

の地域においては、これに向けた ASV との共同実験も計画さ

れており，車車間通信システムとの相乗効果が期待できる。

そして， 2010 年度からの政府による全国展開に向け，実験

の成果を反映させていく予定である。 
最後に，公道での実験のためにご協力いただいた，警視庁，

各県警察本部と警察庁の方々に，感謝の意を述べる。 
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