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グローバルスタンダード最前線

NTTグループは「すべての移動体
はクラウドと常時接続されたネット
ワーク端末である」というキーコン
セプトのもと， ９ 年ぶりに日本で開
催されたITS（Intelligent　Transport 
Systems）世界会議への出展を行い
ました．ここでは主にNTT研究所か
ら出展した内容と，未来の「2020年
の移動のある暮らし」に向けて必要
とされるICT，今後のNTTグループ
の取り組むべき方向性について紹介
します．

ITSの必要性

ICTを用いて交通分野の効率化 ・ 快
適化を進めるITS（Intelligent Transport 
Systems：高度道路交通システム）
は，VICS（Vehicle Information and 
Communication System）やETCなど
の全国展開，カーナビの普及などの実
現を迎えて，新たなステージに入りつ
つあります．通信機能を備えたカーナ
ビやスマ－トフォン，通信機能を自動
車自体に備えた所謂コネクテッド
カー，さらには走るロボットとも呼ば
れる自動運転車への興味が集まる中，
通信キャリアの果たすべき役割はま
すます増加かつ重要となってきてい
ます．

NTTグループの考える 
ITSのコンセプト

私たちは，「２０２０年の移動のある暮
らし」のコンセプトを策定するにあた
り，「すべての移動体はクラウドと常

時接続されたネットワーク端末であ
る」と定義しました（図 １ ）．これは，
スマホやコネクテッドカーが接続され
る網側にフォーカスした概念で，大量
のトラフィックのマネジメントやクラ
ウドによる大量の情報処理を含めて
トータルでサービス提供を行うことを
目指したものです．特に，今後ますま
す増大するデータトラフィックのマネ
ジメントは，通信キャリアとして
NTTが培ってきた技術が発揮される
技術領域といえるでしょう．このよう
に，NTTグループはICTを活用する
ことで交通領域においても有力な
Next Value Partnerとして選ばれ続
けることを念頭に，移動のある暮らし
とICTとの融合を示す共通コンセプト
として，「YOU GO with ICT. We Can 
Support You」を提示しました．

ITS世界会議への出展

ITS 世界会議は，世界 ３ 地域を代
表 す るITS団 体（ 欧 州：ERTICO，
米国：ITS America，アジア太平洋：
ITS Japan）が連携して，毎年持ちま
わりで開催する唯一の世界会議であ
り，技術開発ばかりでなく，政策や市
場動向など，幅広い観点から情報交換
し，ITS の普及による交通社会問題
の解決およびビジネスの創出を意図し
ています．２０1３年は東京で開催され，

「Open ITS to the Next」をテーマと
して，シンポジウム，展示，ショーケー
スなどが実施され，NTTグループか
らは，「安心」「安全」「快適」「最適」
な移動のある暮らしの実現に向けた
サービスや技術の展示を行いました．
NTTグ ル ー プ ５ 社（NTTド コ モ，

図 1 　すべての移動体はクラウドと常時接続されたネットワーク端末である

NTTグループのITSへの取り組みと
標準化の方向性
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NTTデータ，NTTコムウェア，NTT
空間情報，日本カーソリューションズ）
からは現在の移動を支えるサービス ・
技術を，NTT研究所（ ３ 総研， ５ 研
究所）からは未来の移動を支える技術
を，NTT研究企画部門からは未来の
ITSのコンセプト動画を出展しました

（写真）．
今回の出展で来場者の関心を集めた

技術の 1 つは，霧や雪などの視界の悪
い状況でも路上の障害物を発見できる

「ミリ波電波カメラ」でした（図 2 ）．
これはNTTフォトニクス研究所と日
産自動車株式会社総合研究所の共同研
究成果として展示を行ったものです．
NTTフォトニクス研究所では，ミリ
波と呼ばれる従来よりも周波数の高い
電磁波を取り扱う技術の研究を進めて
きました．特に14０ GHz帯のミリ波は
霧や降雪などに対して透過性が高く，
荒天の視界不良時にも人体や物体が自
然に発するミリ波を検出することがで
きます．ITS世界会議では，障害物に
見立てた鹿の模型がレール上を移動す
るのに追従してセンシングできるデモ
を実施しました．風雪に見立てた遮光
スクリーンを下ろして可視光を遮断し
てもセンシングできるデモは, 来場者
からの評価も高く，実用化を望む声を
多数いただきました．このミリ波技術
は，本来は無線通信のための先端的な
デバイス研究から派生した技術であ
り，ITSという，一見するとNTTグ
ループにとっては畑違いのようにさえ
みえる領域においても，NTTグルー
プが長年培った骨太のICTに関する技
術力がイノベーションに貢献し得るこ
とを端的に示しました．

ITSの標準化体制

ITSでの領域の標準化は，国際的に
はISO/TC２０4（ITS）〔International 

Organization for Standardization/
Technical Committee ２０4（ITS）〕が
中心的な役割を担っており，日本からは
日本工業標準調査会（JISC: Japanese 
Industrial Standards Committee）が
閣議了解に基づき参加しています（1），（２）．
国内では自動車技術会を事務局とする
ITS標準化委員会が設けられ（図 3 ），
ISO/TC２０4で扱われる案件に対応
しています．ITS標準化委員会の下

には技術委員会が置かれ，その下に
実際に標準化原案の審議や国際WG

（Working Group）への対応を行う分
科会が置かれています．この分科会は，
自動車技術会，UTMS（Universal Traffic 
Management Systems）協会，電子情
報技術産業会（JEITA: Japan Electronics 
and Information Technology Industries 
Association），道路新産業開発機構など
が事務局として推進しています．これ

写真　NTTグループブース

図 2 　ミリ波電波カメラのデモ風景
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らの分科会での議論により，車車間や
路車間通信などの規格や地図データの
仕様，走行制御システムのインタ
フェース，交通管理等各種の標準化の
作業が進められています．

NTTグループの 
目指すべき方向

メーカや業界団体による標準化が進
む一方で，ITS世界会議東京のテーマ

が「Open ITS to the Next」であっ
たように，各社のシステムが顧客等の
囲い込みのために必ずしもオープンな
運用になっていないことも課題となっ
ています．NTTグループがユーザ本
位の目線に立ってサービスの連携とい
う視点で「Open」「Fair」「Adaptable」
に標準化を考えていくことで，日本の
国際競争力向上に大きな役割を果たす
ことが可能だと考えています（図 4 ）．
クラウドサービス，ビッグデータを用
いた新サービスの開拓 ・ 拡大により業
界全体のパイを増やすためには，企業
の枠組みを越えたデータの流通と活用
の要求が，今後より強まっていくと考
えられます．また，ビッグデータの活
用について注目が集まる一方で，パー
ソナルデータの取り扱いにより企業が
思わぬレピュテーションリスクにさら
される可能性も取りざたされていま
す．こうした中で，NTTグループは，
既存の自動車業界の系列から自由な立
場で行動が可能であるとともに，大量
のデータをセキュアかつ確実に取り
扱ってきた実績と技術を持っていま
す．ICT業界のフラッグキャリアとし
て，「安心」「安全」「快適」「最適」な
２０２０年の移動のある暮らしを実現し
ていかなければなりません．
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図 4 　これからのNTTグループの取り組みのイメージ
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図 3 　ITS標準化委員会組織
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出典：自動車技術会“ITSの標準化2013”より作成


