2004 年 10 月 13 日

インターネットＩＴＳ協議会が「インターネット ITS 体験ツアー」を開催
インターネット ITS 協議会
インターネットITS協議会（会長：渡辺捷昭 トヨタ自動車株式会社取締役副社長）は、10月13
日（水）、10月14日（木）、10月15日（金）に、ITS世界会議のテクニカルツアー（TT8）の一端を事
前に体験頂くため、「インターネットITS体験ツアー」を開催いたしますので、下記の通りお知らせ
いたします。
協議会では、会員が実験等で得られた成果をインターネットＩＴＳプラットフォーム仕様として
開示することにより、インターネットにより全ての車が繋がるインターネットＩＴＳの世界の実現を
目指して、今回の実験は、協議会員および会員の関係者向けに開催するものです。また、今月
18 日〜24 日に名古屋で開催される ITS 世界会議では、テクニカルツアー（TT8）として今回の体
験ツアーとほぼ同等の内容で、ITS 世界会議に参加される方の体験を予定しております。
「インターネット ITS 体験ツアー」概要
主催者

メインタイトル

サブタイトル

デモの概要

アピールポイント

アイシン精機

運転支援情報提供サービス

飛び出し車両お知らせ
サービス

車車間通信を使い、死角となる箇所の画
像を配信する

クルマをつなぐ新たなネットワークの仕組み
を使い、安心して運転

新日石／NEC／タツノ

サービスステーションでの
情報提供サービス

あなたのクルマのホームド
クター

走行中からSSに至る、一連のSSサービ
スを体感

車両情報等を活用したスムーズかつユーザ
志向なサービスの実現

サービスセンターでお客様の車を監視し、
故障が発生したら電話とメールでお知ら
せする。
修理に関する各種情報をカーナビを利用
し、修理工場へご案内する。

ロードサイドで故障発生時にほぼリアルタイ
ムで通知され、レッカー車出動、修理情報が
提供できる安心サービス

携帯電話とカーナビゲーションとの連携
サービス

簡単な操作で，携帯電話とカーナビとの間
で情報交換

リクエストを音声、返答を音声と映像でﾘｱ
ﾙﾀｲﾑな地域情報を提供するサービス体
感。

ハンズフリー端末にドライバーや同乗者が
求める大容量双方向サービスを付加した
パッケージ。

翼システム

未来型ロードサービス

クルマお助けサービス

サイバード

ITS OnePush

モバイルキャスト

ホットエリアベンディングネット
ワーク

地域情報ｴｰｼﾞｪﾝﾄｻｰﾋﾞｽ

メインタイトル

サブタイトル

クルマと携帯の情報連携
サービス

バスコース
主催者

デモの概要

アピールポイント
PC・携帯とナビのネットワーク連動。サー
バーを利用したリアルタイムコンテンツ検索。
無線LANとEVDOのスムーズな切替も実現

ゼンリンデータコム／
KDDI

its-mo Navi for Auto

PCとカーナビの
インターネット連携サービ
ス

PCとインターネットを活用し、「家で調べ
てクルマで使う」情報サービスを実現。モ
バイルルーターによる無線ＬＡＮと広域
通信のスムーズな自動切替

デンソー

画像を活用したプローブ情
報システム

道路情報先取りサービス

前方を走行する車両に搭載したカメラか
らの静止画像をリアルタイムに参照

IPｖ６の活用。これから行く先の道路の状況
がわかる

モバイルキャスト

「インターネットＩＴＳ通り」の
体験 〜ホットエリア〜

地域情報・広告配信サービ
ス

住民の生活を支えるバス車内に対して、
近隣で行われている店舗・イベント情報
を配信するサービス

地域情報・ローカル広告・緊急通報システ
ム・災害情報の車内への配信が可能にな
るサービス

アイシン精機
（ビデオ上映）

運転支援情報提供サービス

仲間のクルマとのおしゃべ
りサービス

車車間通信を使い、仲間のクルマ位置
を表示し、仲間と会話する

クルマをつなぐ新たなネットワークの仕組
みを使い、楽しく運転

伊藤忠／
NTTコミュニケーション
ズ

「インターネットＩＴＳ通り」の
体験〜メッシュネットワーク
〜

車内オフィスサービス

走行中の車内でもオフィスのようにイン
ターネットの閲覧ができる

１Km以上に渡り、繁華街での路車間通信
によって、インターネットの接続を実現。エ
リア内ではPtoP無線IP電話も体験

以 上

［本件についてのお問合せ先］
インターネット ITS 協議会 事務局 吉岡・三澤・河西
住所 ：東京都港区西新橋２−１１−４西新橋立川ビル３F
E-mail ：info@InternetITS.org
Web
：http://www.InternetITS.org/
Tel
：03-3500-3790
Fax
：03-3500-0005
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参考１

参考１：インターネット ITS 協議会活動概要
インターネット ITS が目指す社会
インターネット ITS は、誰もが「あんしん」で安全な社会、「はやい」「きれい」で快適な社会、「たの
しく」「やすい」便利な社会を国を超えて目指します。

衛星デジ タル放送

放送

通信

コンテンツ
サービス
プロバイダー

やくしょ
会社

行政機関

認証局

通信ｷｬﾘｱ

病院

工場

ASPｾﾝﾀ
IDCｾﾝﾀ

いしゃ
図書館
学校

診療所

放送事業者

ﾌﾟﾛｰﾌﾞｾﾝﾀ

文化施設

かんこう
観光業者

ICｶｰﾄﾞ

かいしゃ

公的情報ｾﾝﾀ

情報家電

いえ

自動車

ひと
電子免許証

eSTB

のりもの
みち

「安全性」「利便性」「快適性」を重視したインターネットITS社会

活動目的
インターネット ITS 協議会は、次の 3 つの成果を目指し活動を行います。
¾ インターネット ITS の社会基盤としての展開シナリオ作成
¾ インターネット ITS 技術の開発、実用化、標準化
¾ 新規事業のインキュベーション
活動内容
ビジネスインキュベーションの支援
プラットフォーム仕様策定
フィールド検証
標準化活動

インターネット ITS で実現するアプリケーション、サービスのインキュ
ベーションに向けて、情報交換、調査、社会的受容性の検証
インターネット ITS を支えるオープンなプラットフォームの仕様を策定
アプリケーション、サービスの実用性を確認する実証実験の実施
グローバルなインターネット ITS 仕様の標準化を推進

協議会の体制
協議会における活動は４部会を構成して実施します。
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参考２

参考 2 インターネット ITS 協議会会員一覧

1)幹事会員（１３社）
株式会社NTTドコモ

KDDI株式会社

株式会社デンソー

トヨタ自動車株式会社 日本電気株式会社

富士通株式会社

松下電器産業株式会社

2)正会員

新日本石油株式会社 ソニー株式会社
パーク24株式会社

翼システム株式会社
株式会社日立製作所

モバイルキャスト株式会社

（１９社）

あいおい損害保険株式会社

ｱｲｼﾝ･ｴｲ･ﾀﾞﾌﾞﾘｭ株式会社

NTTｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｽﾞ株式会社

株式会社サイバード 株式会社社会システム研究所

住友商事株式会社

日本アイ・ビー・エム株式会社

財団法人日本気象協会

日本ロードサービス株式会社

ﾏｲｸﾛｿﾌﾄ ﾌﾟﾛﾀﾞｸﾄ ﾃﾞｨﾍﾞﾛｯﾌﾟﾒﾝﾄ ﾘﾐﾃｯﾄﾞ

マツダ株式会社

アイシン精機株式会社

日本精機株式会社

アルパイン株式会社 伊藤忠商事株式会社
株式会社ゼンリンデータコム

三菱重工業株式会社 株式会社三菱総合研究所

矢崎計器株式会社

3)賛助会員（６８社）
アイテック阪神株式会社 ｲｰ･ｳｪｲﾌﾞ･ｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ株式会社

石川島運搬機械株式会社

株式会社ｲﾝﾀｰﾈｯﾄｵｰﾄﾓﾋﾞﾘﾃｨ研究所 株式会社ウェザーニューズ
MHIｴｱﾛｽﾍﾟｰｽｼｽﾃﾑｽﾞ株式会社
三洋電機株式会社

オムロン株式会社

株式会社ｼﾞｪｲ･エイ･エフ･メイト

イータス株式会社

伊藤忠テクノサイエンス株式会社

株式会社エイ･ワークス NTTソフトウェア株式会社

カルソニック･カンセイ株式会社

クラリオン株式会社

株式会社NTTデータ

ｻﾝ･ﾏｲｸﾛｼｽﾃﾑｽﾞ株式会社

株式会社ジェーシービー 株式会社システムオリジン

株式会社ジャパンエナジー
セイコーエプソン株式会社

新明和ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ株式会社

Sky株式会社

スズキ株式会社

株式会社ｾﾞﾝﾃｯｸ･ﾃｸﾉﾛｼﾞｰ･ｼﾞｬﾊﾟﾝ

株式会社ゼンリン

株式会社ｿﾆｰﾌｧｲﾅﾝｽｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ

Daimler Chrysler Research and Technology North America Inc.

住商オートリース株式会社

株式会社損害保険ジャパン

株式会社タツノ・メカトロニクス

株式会社長大

株式会社電通

株式会社東海理化電機製作所

東京海上火災保険株式会社

豊田通商株式会社

株式会社トヨタマップマスター

株式会社トライテックス 日本オラクル株式会社 株式会社日本緊急通報サービス

日本システムウェア株式会社

日本信販株式会社

株式会社東芝

株式会社DTS

株式会社豊田中央研究所

日本電波工業株式会社 日本電話施設株式会社 日本ベリサイン株式会社

日本無線株式会社

日本ユニシス株式会社 パイオニア株式会社

富士通テン株式会社

株式会社富士通ﾌﾟﾗｲﾑｿﾌﾄﾃｸﾉﾛｼﾞ

日野自動車株式会社

株式会社ブレーン・ストーム

富士重工業株式会社
三井住友海上火災保険株式会社

三井住友カード株式会社

４)特別会員（８大学）
慶應義塾大学

埼玉大学

大同工業大学

千葉工業大学

東京海洋大学

東京理科大学

名古屋大学

3

奈良先端科学技術大学院大学

参考 3

参考 3 インターネット ITS 協議会の ITS 世界会議への取組み（セッション・展示会）
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参考 4

参考 4 インターネット ITS 協議会の ITS 世界会議への取組み（テクニカルツアー）
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