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要旨：ITS とは、道路交通問題を改善する方法の一つとして、世界的に取り組みが行われているもの
であるが、大都市に比べ地方では ITS の恩恵を受けているとは言い難い状況にある。また、ITS を取
り巻く環境は時事変化しており、特に地方においては予算削減や少子高齢化と言った深刻な問題が発
生している。このような中、地域 ITS を構築するべく、今年度は高知における地域 ITS のあり方を提
案し、今後整備を進めていく個別システムの整理を行った。更に個別システムの事前・事後評価を行
なう際に留意すべき事項の整理、及び真に地域に役立つ個別システムの導入結果についても報告する。
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3. 研究成果
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表 1 高知 ITS のあり方(案)
既存システム

新規システム

開発分野
継続導入

改善導入

技術革新

新ニーズ

1. ナビゲーション
KoCoRo Web

交差点記号化 P

システムの高度化
2. 自動料金

ノーガード電停対策

収受システム

中山間道路走行支援

3. 安全運転の支援
4. 交通管理の
規制表示板 KL1
最適化
5. 道路管理の

可搬型表示板 KL3

効率化

CCTV 多目的応用

6. 公共交通の

スマートモビリティ

簡易バス情報システ

支援

高知

ム

7. 商用車の効率化
8. 歩行者等の

歩行者 ITS
トンネル内歩行者 ITS

支援

中山間歩行者 ITS

9. 緊急車両の
運行支援
道の駅情報化
その他

P&R
中山間 DSRC ｽﾎﾟｯﾄ

3.3. 個別システムの導入
3.3.1. 中山間道路走行支援システムの実用化
平成 16 年度に開発した「中山間道路走行
支援システム」が高知県で実用化され、平成
17 年度は高知県内で新たに 7 箇所導入され、
今後も整備されていく予定である。
本システムは見通しの悪いカーブ等にお
いて対向車の接近情報を提供するシステム
で、1.5 車線的道路整備の一環として比較的
交通量の少ない道路に整備され、突角除去と
比較し、同等の性能をより安価で早期に道路
整備が実現可能となる。また既存するシステ
ムであったが、安価で車種判別機能や高い信
頼性を持ったシステムは存在しなかったた

図 1 中山間道路走行支援システムの導入事例

め、新たに開発したシステムである。
導入するシステムは、車種判別機能を有し、
電光表示板を使用した標準型（図上側）と、
車種判別機能を有さず、簡易表示板に車両接
近時は LED を点滅させる簡易型（図下側）の
2 タイプあり、大型車が通行し、かつ小型車
通しであればすれ違いができる箇所には標
準型を、大型車が通行しない、または小型車
同士でもすれ違いができない箇所では簡易
型を導入するなど、状況に応じ導入するタイ
プを決定している。
3.3.2. ノーガード電停対策システムの実用化
平成 16 年度に開発した「ノーガード電停
対策」システムが、平成 17 年度高知県で実

図 2 ノーガード電停対策の導入事例

用化され、新たに「介良通電停」に導入され
た。平成 18 年度は「新木電停」他で導入予
定である。
本システムは、道路上に何のバリアも無く
整備された電停において、電停手前に表示板、
電停に発光鋲と照明を設置し、電車接近時に
は通行する車両に注意喚起を促す情報を提
供するシステムである。本来は島状電停の整
備等の抜本的対策が望ましいが、用地等物理
的制約によって現実的に早期の対策が難し
いため、開発されたシステムである。

3.3.3. 規制表示板『KL1』の実用化
平 成 16 年度 に 開発 した 「 規制 表示 板
『KL1』」が高知県で実用化され、平成 17 年
度は新たに 8 箇所導入された。また今後も整
備されていく予定である。なお KL1 とは、
Kochi LED シリーズの 1 番目の意味である。
本システムは、通行規制を知らせる表示板
であるが、高知県の規制表示板の多くは手動
式であったため、規制の際は管理者が現地へ

行き、操作する必要があった。更に、場合に
よっては、手動であるが故、管理者が規制区
間を通行しなければ表示板を操作できず、規
制区間を通行するといった矛盾が生じてい
た。また既存の遠隔操作式の表示板も存在す
るが、独自の仕様のため非常に高価な問題を
抱えていた。そこで通信方式に TCP-IP を採
用する等、標準仕様の表示板を開発し、更に
仕様のオープン化を行ったことにより、迅速
かつ効率的な道路管理が可能となった。

図3

図 4 トンネル内歩行者 ITS のイメージ図

KL1 の導入事例

3.3.4. トンネル内歩行者 ITS システムの開発
四国のトンネルは、1960〜70 年代に整備
されたものが多いため、トンネル内の歩道環
境は歩道幅員の狭さ等通行の安全性が懸念
される一方、通学路や遍路道等に指定されて
いるトンネルが多々ある。高知県黒潮町にあ
る井の岬トンネルも同様な状況にあり、トン
ネル内の歩行者等の安全な通行空間を確保
するため、地域の住民や道路管理者等ととも
に委員会により、その対策について検討・開

図 5 トンネル内歩行者 ITS の事例

発を行った。その結果、本来はトンネル内の
歩道を拡幅することや物理的に歩車道を分
離すること等が望ましかったが、費用的問題
や建築限界等の構造的問題等からそれらの
対応をすぐに図るのは困難であるために、車

両に対して注意喚起を図るシステム（通称：
トンネル内歩行者 ITS）を開発した。
本システムは、歩行者がトンネルを歩行す
る間、簡易式情報板及び歩道部を点滅させる

ことで、走行する車両に対して注意喚起を図
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