
2006 年 3 月 26 日 

 

インターネットＩＴＳ協議会が「成果発表会」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：藤江一正 日本電気株式会社 取締役）は、3月28日（火）、

3月29日（水）に虎ノ門パストラル（東京都港区）にて、成果発表会を開催致しますので、下記

の通りお知らせ致します。 

 

成果発表会の目的としましては、2002年10月に「ＩＰｖ6をベースとしたインターネットＩＴＳ基盤

の普及促進を図り、車社会の安全、環境、快適、利便の向上を目的とする新たなビジネスを創

出するための環境を整備し、グローバルでのインターネットＩＴＳ基盤標準化に寄与する」ことを

目的に協議会が発足いたしました。以後３年間にわたり、「自動車のネットワーク事業の展開の

ための環境整備」に主眼を置き、会員の皆様による活動を推進してまいりました。２００４年ITS

世界会議、２００５年愛・地球博などにも積極的に参加し、「インターネットITS」の認知度向上を

図るとともに、ビジネスニーズに基づいた「プラットフォーム仕様の策定」とその検証などに多く

の成果を上げることができました。ここで、協議会のこれまでの活動成果をまとめるとともに、新

たな活動にむけた準備を進めるため、「成果発表会」の開催を企画いたしました。「成果発表

会」では、①これまでの成果と②今後の活動方針・内容の２つをテーマとし、セミナーや展示お

よびデモでご紹介致します。 

なお、3月28日（火）9:00から虎ノ門パストラル本館1F 葵の間にて、記者殿向け説明会およ

び、記者殿向けデモ車両を準備いたしますので、ご参集頂きますようお願いいたします。但し、

デモ車両につきましては、乗車人数に限りがございますので、多数お集まりの場合は、乗車で

きない場合もございますこと、ご了承お願いいたします。 

 

１．開催場所と日程 

  ３月２８日（火）および３月２９日（水） １０時～１７時（両日） 

  虎ノ門パストラル 本館１F 葵の間 新館４F アイリスガーデン他 

 

２．成果発表会の概要 

○ ３月２８日（火） 14:00-17:00 セミナー 【本館 1F 葵の間】 

10:00-17:30 展示 【新館 4F アイリスガーデン、ミント】  

   10:00-17:00 デモ（実車走行）【発着：虎ノ門パストラル 駐車場】 

○ ３月２９日（水） 10:00-17:30 展示 【新館 4F アイリスガーデン、ミント】  

   10:00-17:00 デモ（実車走行）【発着：虎ノ門パストラル 駐車場】 



【セミナー概要】 

28 日（火）のみ実施。前半、後半の 2 部構成とし、前半でこれまでの成果を中心とした報

告、後半は今後の活動およびパネルディスカッションで構成される予定です。 

【展示概要】 

これまでの活動の経緯（過去）、成果（現在）、今後の活動（未来）と会員展示により構成さ

れます。 

【デモ概要】 

新橋周辺を約１時間周回し、プラットフォーム仕様を実装したシステムを実車に搭載し、

デモアプリケーションを体験いただくツアーです。 

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 担当 横山、吉岡、阿部、金子 

  住所 ：東京都港区新橋１－１－1 日比谷ビルディング５F 

  E-mail ：info@InternetITS.org   Web ：http://www.InternetITS.org/ 

  Tel ：03-3500-3790   Fax ：03-3500-0005 



２００６２００６

成 果 発 表 会

プログラム（案）

インターネットITS協議会

2006年3月28日（火）、29日（水）
虎ノ門パストラル

開催時間 10:00～17:30

セミナー会場

虎ノ門パストラル

セミナー受付

展示会場

デモ受付

デモ説明会場



セミナー 【虎ノ門パストラル本館１Ｆ 葵の間】

スケジュール

３月２８日（火）

14:00-14:05 会長挨拶
藤江 一正 （日本電気 取締役 執行役員専務）

14:05-14:10 来賓ご挨拶
渡辺 誠 （経済産業省 製造産業局 ＩＴＳ推進室長）

14:10-14:15 本日の講演内容について
高橋 邦彦 （セミナー委員会委員長）

14:15-15:15 成果報告
14:15-14:45   ＜ＩＩＣ仕様について ～これまでの流れと第２版の概要～＞

東 重利 （標準化戦略会議議長）

14:45-15:15   ＜実証実験について ～今後の実用化に向けて～ ＞
都築 清士 （ＦＴ部会長）

15:15-15:30 (休憩)

15:30-15:50 今後のＩＩＣ活動について
前川 誠 （方針策定委員会委員長）

15:50-17:00 パネルディスカッション
＜インターネットＩＴＳのサービス＞
モデレータ 時津 直樹 （ＩＩＣ事務局長）
パネラー 青木新二郎 （ロードサイドサービスSIGリーダ）

立松 淳司 （プローブ情報活用SIGリーダ）
藤沢 秀幸 （コンテンツSIGリーダ）

17:00-17:05 事務局長挨拶
時津 直樹 （ＩＩＣ事務局長）

事前に予約登録のうえ、当日はセミナー受付（葵の間入り口付近）
を１３：３０より開始させていただきます。

※セミナーの内容等に関しては当日変更になる事がございますので予めご了承下さい。



デモ（体験型ツアー） 【新橋周辺 他】

スケジュール（配車時間割）

事前に予約登録のうえ、

当日は虎ノ門パストラル４Ｆ

デモ受付までお越し下さい。

デモアプリ概要

3月28日、29日（両日共通）

１０：１５～１１：１５ １１：４５～１２：４５ １３：４５～１４：４５ １５：１５～１６：１５

１０：３０～１１：３０ １２：００～１３：００ １４：００～１５：００ １５：３０～１６：３０

１０：４５～１１：４５ １２：１５～１３：１５ １４：１５～１５：１５ １５：４５～１６：４５

１１：００～１２：００ １２：３０～１３：３０ １４：３０～１５：３０ １６：００～１７：００

１号車

２号車

３号車

４号車

※当日の交通事情などにより、時間に変動がある場合がございます。ご了承下さい。

デモタイムテーブル （１号車の例）

１０：１５ ・デモ説明、オリエンテーション

①パストラル会議室 ・ＰＣと車載機の情報連携

・プローブ情報サービス一覧閲覧（ＰＣにて）

１０：１０ ・目的地情報ダウンロード

②、③車中 ・プローブデータ（ヒヤリハット情報）のダウンロード

～ＳＳ ・ヒヤリハット情報受信による危険回避（１回目）

・車両リモート診断

・スーパー劣化診断

・ガソリン残量連動・自動ＳＳ検索

１０：２０ ・ＳＳ内での無線ＬＡＮへの自動接続と会員認証

④車中 ・会員情報による、車両誘導

ＳＳ内 ・会員向けのキャンペーン情報配信

・車両状況の確認・診断

１０：３０ ・車載機からのリアルタイム情報検索＆取得

⑤車中 ・コンテンツ間情報連携

～駐車場 ・パラメータ設定による、駐車場検索の自動実行

・駐車場の予約

１０：３５ ・駐車場からの、近隣店舗情報配信サービス

⑥車中 ・車載機と携帯電話の情報連携

駐車場内

１０：４０ ・ヒヤリハット情報受信による危険回避（２回目）

⑦車中 ・プローブデータ（ヒヤリハットデータ）のアップロード（携帯）

～虎ノ門パストラル ・プローブデータ（ヒヤリハットデータ）の一括アップロード

１１：５０ ・外部からのリアルタイム運転モニタ

⑧虎ノ門パストラル

往路

復路

N

③

④

⑤

⑥

②

⑦
①
⑧

デモルート地図

※都合により、デモ内容やルートが変更される場合がございます。あらかじめご了承下さい。



展示 【虎ノ門パストラル新館４Ｆ ミント】

スケジュール

展示会場入場には受付は不要です

展示会場図

展示概要

２００３合同実験資料をベース
にレイアウト、作成

活動の歴史
FT部会活動

会員展示 デモ技術説明

今後の活動と新体制

出入口

「活動の歴史」
インターネットITS協議会のビジョン
設立の経緯
02年-03年活動の経緯
04年の活動とITS世界会議 愛知・名古屋
活動ビデオ映像

「FT部会活動紹介」
プローブ安全運転支援WG
インターネットITS通りWG
車両情報流通WG
車両情報による路面凍結情報収集WG
「無線LAN用ミドルウェア」事業化 WG

「会員展示」
PDRGSコンソーシアム
インターネットオートモビリティ研究所
オラクル
シスコシステムズ
デンソー／デンソーアイティーラボラトリ
フラクタリスト

「デモ技術説明」
仕様検証風景
要件SIG説明
基盤SIG説明
車載システム, 車両情報取得装置, 
モバイルルータ

走行デモ映像

「今後の活動と新体制」(予定)

２００６年３月２８日（火） ２９日（水） １０：００～１７：３０


