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まえがき 

 

本調査は、「戦略的イノベーション創造プログラム（ＳＩＰ）第２期 自動運転（シ

ステムとサービスの拡張）」のうち、「自動運転の実現に向けた信号情報提供技術等の高

度化に係る調査」において、路側インフラから提供される信号情報を活用した自動運転

の実現に向けた技術的課題を明確にし、路側インフラの機能要件とその高度化に向けた

方策を洗い出すために実施したものである。 

  



 
 

研究開発の成果と達成状況 

 

１. 平成 30 年度の研究事項 

平成 30 年度に実施した７項目の研究事項を示す。 

①自動運転を見据えて、路側インフラからリアルタイムに信号情報提供を実施している

事例調査 

②ＩＴＳ無線路側機から提供する信号情報が不定となる場合の対策案の検討 

③ＩＴＳ無線路側機における自動運転車両向けメッセージセットの検討 

④道路線形情報提供に関するダイナミックマップとの連携に関する検討 

⑤ＩＴＳ無線路側機のフェールセーフ機能の拡充に向けた検討 

⑥ＩＴＳ無線路側機による信号情報提供に係る制約条件の整理 

⑦自動運転車両向けに信号情報配信を行うＩＴＳ無線路側機の仕様書案等の作成 

 

２．成果と達成状況 

2.1 ①について 

米国、欧州、中国を対象として、路側インフラからリアルタイムに信号情報提供を実

施している事例について、現地に調査員を派遣し、実施主体へのヒアリングや現地調査

を実施した。 

2.2 ②について 

ＩＴＳ無線路側機を活用した既存の信号情報提供システムであるＤＳＳＳ(Driving 

Safety Support Systems)仕様を分析対象として、信号残秒数が不定となる事象を抽出

した。また、現状は信号残秒数情報が提供されていない「リコール制御」及び「ＦＡＳ

Ｔ感応機能」について、自動運転車両に向けた信号情報提供の可能性についての考察を

行った。 

2.3 ③、④について 

自動運転車両向け路車間メッセージセットの検討においては、ダイナミックマップと

の連携によって、ＤＳＳＳの整備・普及において課題となっている道路線形情報の作成

及び道路工事等に伴うデータ保守に係わるシステム管理者の負担を軽減すること、また、

既に普及が立ち上がりつつあるＤＳＳＳ向けと自動運転車両向けの共存を可能とするこ

とを要件と定義し、路車間メッセージセット案を策定した。 

2.4 ⑤について 

ＩＴＳ無線路側機のフェールセーフ機能の拡充に向けては、全ての青、青矢灯器の点

灯状態と信号情報の整合性をチェックすること及び不整合の検出時は、速やかに信号情

報提供を中止することを要件と定義し、その実現方策案を検討した。 

2.5 ⑥について 

ＩＴＳ無線路側機による信号情報提供に係る制約条件の整理として、信号情報提供に

おける遅延時間及びそのゆらぎ時間にかかわる計測実験を実施するとともに、遅延時間

を考慮した自動運転モデル例及び路側インフラから信号残秒数が提供できない状況を考

慮した自動運転モデル例を考察した。 



 
 

2.6 ⑦について 

前項までの検討結果に基づいて、東京臨海部実証実験に向けた以下の仕様書案、関連

規格案を策定した。 

 

【仕様書案】 

・ＩＴＳ無線路側機仕様化検討提案書 東京臨海部実証実験版 

【関連規格案】 

・ＩＴＳ無線路側機通信アプリケーション共通規格 東京臨海部実証実験版 

・ＩＴＳ無線路側機ＤＳＳＳ及び自動走行システム用路車間通信アプリケーション規

格 東京臨海部実証実験版 

・ＩＴＳ無線路側機ＤＡＴＥＸ－ＡＳＮメッセージ共通規格 東京臨海部実証実験版 

・ＩＴＳ無線路側機ＤＳＳＳ及び自動走行システム用ＤＡＴＥＸ－ＡＳＮメッセージ

規格 東京臨海部実証実験版 

 

また、フェールセーフ機能の高度化方策案に基づいて、東京臨海部実証実験向け仕様

書の改定を行い、以下の仕様書案を策定した。 

【仕様書案】 

・ＩＴＳ無線路側機仕様化検討提案書 

・交通信号制御機仕様化検討提案書 

 

  



 
 

和文要約 

 

自動運転の実現に向けては、車両周辺環境を高い精度で確実に認識することが不可

欠である。車両周辺の移動体をセンシングする技術では、カメラ、ミリ波、ＬｉＤＡＲ

等、多様な技術の開発が進められており、それらを併用することによって、自動運転に

求められる高い信頼性が得られると期待されている。一方、一般道路を自動運転車両が

走行するためには、交差点に設置されている信号灯器を認識し、信号灯器に従って安全

に走行することが求められる。現状の車両自律センシング技術において、信号灯器を認

識できるのはカメラのみであり、信号灯器と太陽光が重なった場合等、カメラ単独では

信号灯器の認識精度が低下する事象の発生が懸念される。よって、自動運転車両が信号

灯色を正しく認識し、安全に走行するためには、路側インフラ等の無線通信を活用した

信号情報の提供による情報の多重化が不可欠である。さらに、車両自律センシング技術

では取得できない信号残秒数等の先読み情報を路側インフラ等から提供することで、よ

り高度な自動運転の実現が期待される。 

本調査では、ＩＴＳ無線路側機より自動運転車向けに信号情報を提供することを前

提として、信号情報を活用した自動運転技術の実用化に向けて、以下の研究調査を実施

した。 

自動運転を見据えて、路側インフラからリアルタイムに信号情報提供を実施している

事例調査として、米国、欧州、中国に調査員を派遣し、路側インフラからリアルタイム

に信号情報提供を実施している事例について、現地実施主体へのヒアリングや現地調査

を実施した。 

ＩＴＳ無線路側機から提供する信号情報が不定となる場合の対策案の検討として、Ｉ

ＴＳ無線路側機を活用した既存の信号情報提供システムであるＤＳＳＳ (Driving 

Safety Support Systems)仕様を分析対象として、信号残秒数が不定となる事象を抽出

した。また、現状は信号残秒数情報が提供されていない「リコール制御」及び「ＦＡＳ

Ｔ感応機能」について、自動運転車両に向けた信号情報提供の可能性についての考察を

行った。 

ＩＴＳ無線路側機における自動運転車両向けメッセージセットの検討として、ダイナ

ミックマップとの連携によって、ＤＳＳＳの整備・普及において課題となっている道路

線形情報の作成及び道路工事等に伴うデータ保守に関わるシステム管理者の負担を軽減

すること、また、既に普及が立ち上がりつつあるＤＳＳＳ向けと自動運転車両向けの共

存を可能とすることを要件と定義して、路車間メッセージセット案を検討し、東京臨海

部実証実験に向けた仕様書案、関連規格案を策定した。 

ＩＴＳ無線路側機のフェールセーフ機能の拡充に向けた検討として、全ての青、青矢

灯器の点灯状態と信号情報の整合性をチェックすること及び不整合の検出時は、速やか

に信号情報提供を中止することを要件と定義し、その実現方策案を検討し、仕様書案を

策定した。 

ＩＴＳ無線路側機による信号情報提供に係る制約条件の整理として、信号情報提供に

おける遅延時間及びそのゆらぎ時間にかかわる計測実験を実施するとともに、遅延時間



 
 

を考慮した自動運転モデル例及び路側インフラから信号残秒数が提供できない状況を考

慮した自動運転モデル例を考察した。 

これらの調査研究の結果、ＩＴＳ無線路側機等の路側インフラに求められる機能要件

とその高度化に向けた課題が明らかになった。2019 年度及び 2020 年度に実施が計画さ

れている東京臨海部実証実験により、路側インフラから提供される信号情報の有用性、

本報告書で仮定した自動運転モデルの受容性等の検証実施が期待される。 
 

 

  



 
 

英文要約 

 

To realize automated driving, highly-accurate and reliable recognition of a 

vehicle's surrounding conditions is essential. In order for automated vehicles to 

travel on public roads, they must be capable of recognizing traffic lights. 

Cameras are currently the only autonomous sensing technology that can recognize 

traffic lights, and there is a concern about the occurrence of an event in which 

the accuracy of recognizing traffic lights using camera alone declines. Therefore, 

it is essential to multiplex information by providing traffic light information 

utilizing the radio communication system. Further, more sophisticated automated 

driving is expected to be achieved by providing look-ahead information such as 

the remaining seconds of green light which cannot be obtained by the vehicle’s 

autonomous sensing technology. In this research, the following research and 

investigation were implemented aiming at the practical use of automated driving 

technologies, on the assumption that traffic light information is provided from 

the ITS RSU (roadside unit).  

Case studies for the provision of traffic light information from roadside units 

were implemented by dispatching investigators to the U.S., Europe and China and 

holding field surveys and hearings with local responsible entities.  

For the examination of specified signal control events that traffic light 

information cannot be predetermined were extracted from the analysis of the 

specifications of DSSS (Driving Safety Support Systems) which are existing traffic 

light information provision systems.  

For the examination of message sets between automated vehicles and ITS RSU, draft 

message sets were examined and draft specifications and related draft standards 

for the demonstration experiment in the Tokyo Rinkai Area were developed, 

including enabling the co-existence of the DSSS message and linking Dynamic Map.  

For the examination of the enhancement of the fail-safe function for the ITS RSU, 

requirements were defined, consisting of the checking of the consistency between 

the state of green lights and traffic light information. 

To identify constraints on the ITS RSU, measurement experiments were carried out 

on delay time in the provision of traffic light information, and examination was 

conducted for examples of automated driving models; one that takes delay time 

into account, and the other that takes into account the situations where the 

remaining green light cannot be provided by RSU. 

Results of the research and investigation identified functional requirements 

needed for roadside infrastructure such as the ITS RSU and issues to be addressed 

for their enhancement. It is expected that the verification of the utility of 

traffic light information provided by IRS RSU and receptivity of automated driving 



 
 

models assumed in this report will be carried out in the Tokyo Rinkai Area 

demonstration experiment scheduled to be implemented in fiscal year 2019 and 2020.     
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本 文 

 

１．はじめに 

1.1 調査研究の目的 

ＳＩＰ第２期では、自動運転を実用化するための多岐に渡る技術的課題を克服するため、協

調領域として自動運転車両が走行可能な環境の整備及び安全性確保に必要な基盤技術開発に重

点を置き開発を進め、走行環境の整備等の検討の中で、自動運転に必要な道路交通情報のフォ

ーマットや通信要件を決め、それらの標準化を目指している。 
その中で本事業は、自動運転車両に特化した信号情報提供技術等の高度化に資することを目

的とする。 
 

1.2 事業概要 

本調査では、上記事業目的を達成するために、路側インフラからリアルタイムに信号情報提

供を実施している事例や技術動向に係る調査及びカーメーカ等の意見・要望を踏まえた、路側

インフラの高度化方策の調査検討を行い、ＩＴＳ無線路側機［１］を核とする路側インフラの仕

様書を策定する。具体的には下記項目を実施する。 
①自動運転を見据えて、路側インフラからリアルタイムに信号情報提供を実施している事例

調査 
②ＩＴＳ無線路側機から提供する信号情報が不定となる場合の対策案の検討 
③ＩＴＳ無線路側機における自動運転車両向けメッセージセットの検討 
④道路線形情報提供に関するダイナミックマップとの連携に関する検討 
⑤ＩＴＳ無線路側機のフェールセーフ機能の拡充に向けた検討 
⑥ＩＴＳ無線路側機による信号情報提供に係る制約条件の整理 
⑦自動運転車両向けに信号情報配信を行うＩＴＳ無線路側機の仕様書案等の作成 
 

1.3 研究の方法 

ＵＴＭＳ協会の会員である信号機等のインフラメーカ、カーメーカ、自工会、ダイナミック

マップ関係企業及び警視庁の参画を得た委員会を設置する。表 1.3.1に委員会参加団体及び企

業を示す。また、表 1.3.2に委員会の開催実績を示す。 

 

表 1.3.1 委員会参加団体及び企業 

 企業・団体・政府機関 

インフラメーカ オムロンソーシアルソリューションズ株式会社 

株式会社京三製作所 

京セラ株式会社 

コイト電工株式会社 

住友電気工業株式会社 

日本信号株式会社 

日本電気株式会社 
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 企業・団体・政府機関 

日本無線株式会社 

パナソニックシステムソリューションズジャパン株式会社 

信号電材株式会社 

カーメーカ等 トヨタ自動車株式会社 

日産自動車株式会社 

本田技研工業株式会社 

株式会社デンソー 

パイオニア株式会社 

一般社団法人 日本自動車工業会 

ダイナミックマップ関係企業 ダイナミックマップ基盤株式会社 

行政機関 警察庁交通局 

警視庁交通部 

 

 

表 1.3.2 委員会の開催時期、議事 

開催時期 議題 

第 1回 2018/10/17 
・調査研究実施計画レビュー 
・自動運転のための信号情報の要件について 

第２回 2018/11/16 
・東京臨海部実証実験仕様案について 

・信号情報提供における課題と対策について 

第３回 2018/12/18 
・信号情報提供における課題と対策について 

・路側機のフェールセーフ機能について 

第４回 2019/2/12 
・同上 

・仕様書改定案 

第５回 2019/3/5 ・成果報告書レビュー 
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２ 国外の事例調査  

自動運転車両への信号情報の提供に向け、ＩＴＳ無線路側機の高度化に係る検討に資するた

め、海外で行われている、路側インフラからのリアルタイムな信号情報提供を実施している環

境整備事業について、複数個所を対象に実施主体へのヒアリングや現地調査を行った。現在、

米国では SPaT Challenge と呼ばれる信号情報を活用したシステムの運用が各州で推進されて

おり、欧州では欧州委員会が Day-1 service としてＧＬＯＳＡ（Green Light Optimized Speed 
Advisory）など信号情報を活用したシステムの展開を推奨するなどの機運にあり、今回の調査

においてもそれらの機運の核となる地域を訪問することとした。 
 

2.1 調査対象箇所 

本件事例調査では、下表の９箇所を対象箇所とした。各箇所での取組内容の概要と選定理由

を以下に示す。 
表 2.1.1 調査対象箇所 

  

調査箇所 概要 選定理由 

米国 

ラスベガス市 

ラスベガス市内で複数の SPaT Challenge パイロ

ット実験が実施され、観光エリアにて、自動車だけ

でなく歩行者・自転車等の低速交通も含め実施。 
路側装置（DSRC）の設置も拡大の方向で、ラスベ

ガス市により維持・管理が行われる。 

Audi と TTS の取り組み等、民間によるサービス及びラス

ベガス市による公共主導によるサービスの両方が盛んな場

所であり、2019 年にはスマートシティプロジェクトに選定さ

れ、連邦政府予算も用いられ、今後の自動運転関連サー

ビス拡大に期待。 

米国 

アリゾナ州 

ARIZONA 大学、MARICOPA COUNTY 
DOT、ARIZONA DOT により官学連携で実施

されている CONNECTED VEHICLE TEST 
BED。7 つの交差点を対象に、実験車両により、

DSRC 用いた信号情報の路車間通信実験を実

施。緊急車両優先信号等のユースケースを含む。 

訪問を許諾いただいた ARIZONA 大学 Larry Head 教
授は信号系交通工学研究の権威であり、信号情報を活用

した MMITSS （Multi Modal Intelligent 
Traffic Signal System）推進の中心人物である。 2007
年からプロジェクトが開始され官学連携の好事例として多

数の研究実績を誇る。 

米国 

ニューヨーク市 

US DOT Connected vehicle program の一つ。 
300 を超える交差点と 8000 台を超える車両を利

用し、RLVW（赤信号無視警告）等のユースケー

スを含む。 

Connected vehicle program への先駆的な取り組みを

通じて、米国では注目度の高い地点であり、2015 年のプ

ロジェクト開始以来、豊富なデータが蓄積されている。ま

た、関連する各種ドキュメントも整備されている。 

オーストリア 

ウィーン市 

欧州各地の協調 ITS のハーモナイズを目的とす

る C-Roads プロジェクトの一貫であり、GLOSA
（交差点通過支援）等のユースケースを含む。 

オランダ、ドイツ、オーストリアは欧州内でも ITS 先進国で

あり、３ヶ国を結ぶ線は Cooperative ITS Corridor とよば

れ、国家間での連携、情報共有が図られており、また C-
Roads プロジェクト推進の中心地でもある 

中国 

北京市自動運転

試験場 

センサー等を活用したインフラ協調型の自動運転

の実験施設で、安全、円滑系のユースケースが想

定される。 

信号機を含む豊富な実験設備を備え、データの蓄積量も

豊富だと考えられる。 

中国 

ITS China（北京） 

中国政府機関、有識者等とともに自動運転や信号

情報提供等について検討・研究している。 
中国における自動運転や信号情報提供の技術開発や政

策動向について、幅広い知見を有すると考えられる。 

中国 

中国公安部 

中国政府内で交通管理や信号制御・情報を担う。 中国の自動運転、交通管理や信号制御・情報管理につい

て、法制度や政策等の知見を有していると考えられる。 

中国 

上海（安亭）国家

知能網連汽車示

範区 

センサー等を活用したインフラ協調型の自動運転

の実験施設で、安全、円滑系のユースケースが想

定される。 

信号機を含む豊富な実験設備を備え、データの蓄積量も

豊富だと考えられる。また、日本のメディアでも紹介される

など、注目度も高い。 

中国 

上海交通情報セ

ンター 

上海の道路交通情報や信号情報をはじめ、様々

なリアルタイム交通情報を収集・分析し、集約した

情報の活用・提供を行っている。 

交通情報センターにおいてどのような交通情報や信号情

報等を収集・管理し、どのように情報提供を行っているのか

等について、技術や知見を有していると考えられる。 
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2.2 調査項目 

本件事例調査では、下表の項目を対象に調査票を作成し、関連資料の受領及びヒアリングに

より情報収集を行った。 
 

表 2.2.1 調査項目 

大項目 調査項目 
信号情報システムの概要 システム構成概略（システム構成、機能概要、データフロー等）、

信号制御概略、信号制御の特徴 
信号情報提供プロジェクトの

概要 
対象エリア、目的と位置付け、プロジェクト期間、実施体制、

予算、事業進捗状況、成果・課題、将来計画（次期フェーズ） 
信号情報提供サービス内容 サービスレベル、ユースケース、整備状況、非集中交差点での

信号情報提供手法、今後の整備計画 
通信仕様 周波数・帯域、チャネル、送信電力、通信距離、プロトコル、

国際標準対応、セキュリティ仕様 
信号制御の運用状況 各制御方式の整備状況、提供データ（通信規格）、標準データサ

イズ、データ更新周期、提供遅延時間（最短～最長）、遅延を最

小限にするための手法（手段）、フェールセーフ仕様、ジレンマ

ゾーンの発生を抑制する手段 
標準・運用・保守の仕組み 仕様化（信号制御機と無線路側機の国内標準化の仕組み）、整

備予算、整備執行者、運用・保守の予算、運用管理者、セキュ

リティ管理者、これらに関連して官民の役割分担、法制度等、

主な民間事業者 
信号情報の提供についての問

題点・課題、その対策 
－ 

信号情報以外に使用している

情報とその用途 
－ 

自動運転に関する法制度 － 
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2.3 調査結果 

2.3.1 米国ラスベガス市 

(1) 調査概要 

SPaT Challenge パイロット実験が実施されている米国ラスベガス市を対象に次のとおりヒ

アリング調査を行った。 
表 2.3.1 調査概要 

訪問日 2018 年 12 月 11 日（火） 
訪問場所 米国ネバダ州ラスベガス市役所 
調査対象機関 ・Las Vegas City Information Technologies Department  
アジェンダ ・ラスベガス市 Presentation(昨今の SPaT Challenge プロジェクトの紹介) 

・警察庁 Presentation（警察庁の概要、日本の信号情報提供プロジェクトの紹介） 

調査状況 

 
図 2.3.1 ヒアリング実施状況 

 

(2) 調査結果概要 

ヒアリングにて得られた情報について概要を以下に示す。 

＜市の活動概要＞ 
・ ラスベガス市による SPaT Challenge パイロット実験（自動シャトルバス等）の多くはイ

ンフラも新しく、歩行者・自転車等の低速交通も多いことからイノベーション地区にも指

定された旧ダウンタウン地区にて実施。 
・ 対象範囲は、観光の中心地のラスベガス・ブルーバードまで拡大され、路側装置（DSRC）

は現在 47 箇所に整備されている。ラスベガス市はこれらの路側装置の維持・管理を担って

いる。 
・ ラスベガス市では無線通信周波数は 800Mhz を使用。将来的には、携帯電波網の 4G、5G

の使用を想定し現在試験を行っている。路側装置は、Wifi、Bluetooth、DSRC、4G、5G
など複数に対応させる方針。 

 
＜活動予算＞ 
・ 現在、プロジェクト費用はラスベガス市予算で賄うが、2019 年はスマートシティプロジェ

クトに選出されたため連邦予算が用いられる。 
 
＜今後の展開＞ 
・ 将来的に市が集中管理システムを持ち、遠隔的に路側装置（DSRC）を操作・トラブルシュ

ーティングできる環境を構築したい。また、歩行者や自転車向けにスマートフォンを活用

したシステムとしたい。 
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出典：調査対象機関提供資料 

 

図 2.3.1 パイロット実験実施状況マップ 
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2.3.2 米国アリゾナ州 

(1) 調査概要 

ARIZONA 大学、MARICOPA COUNTY DOT、ARIZONA DOT により官学連携で実施さ

れている CONNECTED VEHICLE TEST BED のある米国アリゾナ州を対象に次のとおり、

視察及びヒアリング調査を行った。 
表 2.3.2 調査概要 

訪問日 2018 年 12 月 12 日（水） 
訪問場所 米国アリゾナ州 Phoenix 近郊：1. Anthem Test Bed/2. Maricopa County DOT 
調査対象機関 アリゾナ大学、Maricopa County DOT 
アジェンダ ・アリゾナ大学 Presentation 

・SMART Drive Connected Vehicle Test Bed 視察 
・Connected Vehicle Demonstration (V2I) 
・警察庁 Presentation（警察庁の概要、日本の SPaT/Map プロジェクトの紹介） 
• MCDOT Traffic Management Center 視察 

調査状況 

 
 

  
図 2.3.2 ヒアリング実施状況 

 

(2) 調査結果概要 

視察及びヒアリング調査にて得られた情報について概要を以下に示す。 

＜プロジェクト概要＞ 
・ MMITSS は、2007 年からプロトタイプシステムの開発・テストが実施され、現在

Anthem(フェニックスから車で北へ 1 時間ほどの場所)の TEST BED に、11 箇所の交差点

に路側装置（DSRC）を設置し、公道での実証実験を実施。 
・ 主要なユースケースは、緊急車両や公共交通の優先、横断歩道・スクールゾーンでの注意

喚起、スマートな工事情報提供に適用。 
・ Anthem は、ベットタウンであるため通勤時間以降の昼間交通量が少ないため、公道実験

の実施に適していた。 
・ プロジェクト実施体制は、研究・開発フェーズをアリゾナ大学が担い、公共施策として実

現するフェーズを行政機関が担う官学での良好なパートナーシップ（アリゾナ大学と
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MCDOT の提携は 20 年来）のもと構築されている。 
・ Connected vehicle Data(SAE J2735 で規定される BSM,MAP<SRM,SSM、SPaT)を利用

し、鉄道、緊急自動車、貨物、バス、歩行者など異なるモードの信号利用者に階層的に優

先度を与え、信号を制御している。 
・ RT-TRACS,RHODES,COP,OPAC などの適応型信号制御(Adaptive Control)に対応 
 
＜予算＞ 
・ MCDOT 予算の大半は、ガソリン税からなる Highway Users Revenue Fund (HURF) に

よる。一部、連邦助成金を得て、ITS システムを整備。 
 
＜今後の展開＞ 
・ Anthem Test Bed の成果を、緊急車両優先、次に公共交通やトラック優先、そして最終的

に一般車に実展開することを目指す。 

 

 

 

 
 

出典：調査対象機関提供資料 

 

図 2.3.3 システム構成 
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2.3.3 米国ニューヨーク市 

(1) 調査概要 

ITS に関して米国では最も注目度の高い地点であり、2015 年のプロジェクト開始以来、豊富

なデータが蓄積されている米国ニューヨーク市を対象に次のとおりヒアリング調査を行った。 
表 2.3.3 調査概要 

訪問日 2018 年 12 月 14 日（金） 
訪問場所 米国ニューヨーク市 New York City DOT オフィス 
調査対象機関 New York City DOT 
アジェンダ ・New York City DOT Presentation 

・警察庁 Presentation（警察庁の概要、日本の SPaT/Map プロジェクトの紹介） 
・New York City/State Traffic Management Center 視察 
・V2V Demonstration on the public road 

調査状況 

  

図 2.3.4 ヒアリング実施状況 
 

(2) 調査結果概要 

ヒアリングにて得られた情報について概要を以下に示す。 

＜ニューヨーク市の TMC に関する取組みの概要＞ 
・ ニューヨーク市では、10 年前に、公共サービス専用のワイヤレス・ネットワーク（信号制

御機を含む）が整備された。IP 式の信号機システムにより、TMC が全ての信号機を遠隔

操作できる。 
 
＜プロジェクトの概要＞ 
・ パイロット実験はマンハッタンのミッドタウンとブルックリンの一部で実施され 350 箇所

の交差点に RSU が設置済。ニューヨーク市内には、Aftermarket Safety Device (ASDs)が
搭載された 8000 台のコネクテッドカーが存在。その内、およそ 3000 台はタクシー、700
台は Metropolitan Transportation Authority (MTA) のバス。現在 70～80 種のプロトタ

イプのコネクテッドカーによる実験が進行中。また、視覚障害者向けのサービスも含まれ

る。 
・ 信号情報は、ニューヨーク市のコネクテッドカー・プログラムにおいて、Vision Zero プロ

ジェクト（2024 年までに交通事故による死亡者を無くすことを目標とした取り組み）に沿

って赤信号違反警告等に使用。 
・ サイバーセキュリティは connected vehicle 整備の重要課題である。（エンドとエンドのセ

キュリティも検討課題） 
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＜今後の展開＞ 
・ より広範囲での路側装置の設置を準備中（インフラの設計、設置計画及び手続きは終了し、

調達段階）また、DOT により交差点 MAP メッセージの開発進行中。 2 年後まで続く実験

結果を見て今後の政策判断を見込む。 

 

  

出典：調査対象機関提供資料 

 

図 2.3.5 システム構成とセキュリティの仕組み 
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2.3.4 オーストリア国ウィーン市 

(1) 調査概要 

欧州各地の協調ＩＴＳのハーモナイズを目的とする C-Roads プロジェクトの一貫であり、

GLOSA（交差点通過支援）等のユースケースを含むオーストリア国ウィーン市での取組を対象

に次のとおりヒアリング調査を行った。 
表 2.3.4 調査概要 

訪問日 2019 年 1 月 9 日（水） 
訪問場所 オーストリア国ウィーン市 
調査対象機関 (1)Federal Ministry Republic of Austria Transport, Innovation and 

Technology, (2) AustriaTech 
アジェンダ ・Austrian C-ITS deployment with a specific focus on SPaT/Map 

・C-Roads – harmonised C-ITS deployment across Europe 
・警察庁 Presentation（警察庁の概要、日本の SPaT/Map プロジェクトの紹介） 
・Test Drive – live demonstration of C-ITS services with a specific focus on 

SPaT/Map 

調査状況 

  

図 2.3.6 ヒアリング・視察実施状況 
 

(2) 調査結果概要 

ヒアリングにて得られた情報について概要を以下に示す。 

＜C-Roads の概要＞ 
・欧州での C(協調)-ITS サービスの整備を目的に欧州及びそれ以外の国を含め 18 カ国で活動

をしており、オーストリアは初期（2016 年）コアメンバーとして参加。 
・全ての C-ITS の整備を連携させるために共通技術仕様を整備し、・相互運用性を検証するた

めの集中的なクロステストを計画。 
・ETSI ITS-G5 とセルラーネットワークを組み合わせたハイブリッド通信に焦点を当て共通の

通信プロファイルに基づいてシステムテストを開発。（ただし、セルラーは message 
transmission delays の関係で、信号情報提供への適用は進んでいない。） 

・C-Roads の仕様として 
 ・Common C-ITS Service Definitions  Version 1.4 
 ・C-ITS Infrastructure Functions and Specifications 
・Roadside ITS G5 System Profile 
が公開されている。 

・欧州のセキュリティの仕組みに関して 
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 ・Draft report on European security mechanism 
も公開されている。 

 
＜オーストリアの信号情報提供システムに関する取組の概要＞ 
・ オーストリアの信号制御施策は、3 つを対象に実施している。 

 高速道路の管理者向け交通円滑化施策 
 アルプスでの長大トンネルの安全性確保施策 
 いくつかオーストリアの主要都市における歩行者安全確保のための優先施策 

 
＜プロジェクトの概要＞ 
・ C-ITS の主要な適用事例として Urban C-ITS 及び SPaT/ MAP は、ECo_AT と呼ばれるオ

ランダ、ドイツ、オーストリアの国家プロジェクトである、ロッテルダム、フランクフル

ト、ウィーンを繋ぐ「The European Cooperative Corridor Project」の環境下で実施され

ている。この取り組みは、2013 年に始まり、フェーズ 1 は 2017 年に完了し、フェーズ 2
として、2018 年に整備に向けた入札が実施された。 

・ サービスレベルはドライバーへの信号情報提供を基本とする。ミニシャトルバスを用いて

固定路線での自動運転車両制御に信号情報を使用する事例もある。 
・ ユースケースは公共交通車両を含んだものであり、Time to RED/GREEN、GLOSA: (Green 

Light Optimum Speed Advisory)、RLVW (Red Light Violation Warning 等がある。 
 
＜今後の展開＞ 
・ ウィーン市での実証プロジェクトは 2020 年までに路側インフラの整備を進め 2020 年以

降実用運用開始予定。 

・ 今後 C-Roads 参画都市と C-ITS ユースケースの議論を継続。新たなユースケースの例と

して、新たなメッセージタイプとして優先信号制御（SSM,SRM）の活用した公共交通だけ

ではなく警察車両・消防車等の優先信号等を想定。 

・ ウィーン市での SPaT/MAP 配信可能な信号機の整備拡張（自動運転ミニシャトルバスサ

ービス拡張に向け） 
 
C-ITS based on hybrid communication mix 

 

 
ただし、セルラー経由の信号情報提供は未実施  

出典：調査対象機関提供資料 

 

図 2.3.7 システム構成・デモ画面 
 
  

HMI Panel

Video Recording

MAP Window
ITS Stations

List of incoming C-ITS Messages
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2.3.5 北京市自動運転試験場（北京知能車連産業創新センター） 

(1) 調査概要 

政府と連携し、信号情報提供等のパイロット実験を実施している北京知能車連産業創新セン

ターにヒアリング調査を実施するとともに、公道上のテストコースにおける実験状況及び新規

建設中の民間企業実験向け自動運転閉鎖試験場を視察した。 
表 2.3.5 調査概要 

訪問日 2019 年 3 月 4 日（月） 
訪問場所 中国北京市南部（公道上のテストコース及び自動運転試験場） 
調査対象機関 北京知能車連産業創新センター 
アジェンダ - 日本側：警察庁・UTMS 協会等の自動運転開発に関する概要及び調査背景・

目的の説明 
- 中国側：中国の官民連携による自動運転開発概要の紹介、北京市におけるモ

デルコースによる信号情報提供等の実験概要の説明 
- 質疑・意見交換 
- テストコース（栄京東街試験公道）のデモンストレーション視察 
- 新規建設中の閉鎖試験場（M-ZONE）視察 

調査状況 

  

 

 

図 2.3.8 ヒアリング・視察実施状況 

 

(2) 調査結果概要 

ヒアリングにて得られた情報について概要を以下に示す。 

＜中国における自動運転技術開発の概要＞ 
・ 自動運転開発に注力しはじめたのは 2015～2016 年頃で、政府の工業・情報化部がモデル地

区（中国自動運転示範区）を設定し、5 プラス 2 地域・都市のプロジェクトを開始した。 
・ 国レベルでは、工業・情報化部、公安部、交通運輸部が連携し 2018 年 4 月に実験の基準・

評価方法等を示すガイドラインを公表している。 
・ 現在は 2 都市（地域）が追加され 9 箇所となっており、それは、①北京市＋河北省、②重慶

市、③浙江省、④長春市、⑤無錫市、⑥上海市、⑦武漢市、後で追加された２つの地域は、

⑧雄安新区、⑨長沙市である。 
 
＜北京知能車連産業創新センターの概要＞ 
・ 北京市＋河北省のプロジェクトを推進する機関が当組織であり、当組織は 9 つの企業（交通、
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OEM、通信、IT 企業等）が投資して設立・運営されている。 
・ 政府と企業間の調整も担う。 
・ 実験環境・体制を整備し、2017 年 6 月に公道の試験道路をオープンした。 
 
＜評価基準・ルールづくり＞ 
・ 北京市は第一号のガイドライン（基準）を 2017 年 7 月に公表した（それが全国のものの参

考になった）。 
・ その中で、様々なユースケースを想定しつつ、いかに安全性を走行させる前に確保するか考

えながら評価項目を設定している。 
・ 基準はまだ成熟していないが、大まかな枠はできており、改善しながらやっていきたい。 
・ これまで、57 台の車に実験のためのライセンスを出しており、北京市で許可を得たテスト可

能な企業は 9 つある。 
・ 現在相談中の企業もあるが、ダイムラー、Audi は既に許可を得ている。日本のメーカも問い

合わせに来ている。 
 
＜信号情報提供技術について＞ 
・ ダイレクトとセルラーの 2 つの通信手段に対応している。 
・ V2X 管理ためプラットフォームの実験は推進しており、高層ビルがあり見通しがよくない箇

所におけるレーザーによる路車間通信や冠水・道路工事情報等含めて行っている。 
・ 路車間通信のテスト情報提供の目的は、現状では運転補助情報として送っている。 
 
＜北京におけるテストコース整備と実験の概要＞ 
・ 2018 年に北京で延長 123km、44 本の道路をテスト道路として指定した。 
・ 北京では、2018 年に閉鎖式試験場（テストコース）をオープンし、もう 1 つの閉鎖式試験場

についても建設が完了し、2019 年にオープン予定である。また、4 つのエリアが公道上のテ

ストコースとして指定されてきた。 
 
＜公道上の実験について（デモ視察）＞ 
・ 信号機に設置した機器から信号情報を発信し、車載器が受け取ってドライバーの運転を支援

する技術開発を推進している。 
・ 実験デモでは、次に通過する信号の情報（信号灯色変化までの秒数、青信号中に通過するた

めに維持すべき速度）や規制速度超過によるアラートが車内設置のタブレット画面に表示さ

れた。道路を横断する歩行者や工事現場情報等に対する注意も表示されるとのことだった。 
 
＜建設中の閉鎖試験場（M-ZONE）の概要＞ 
・ 2018 年 9 月から建設中。北京では最大規模、道路延長 7.8km である。 
・ 北京周辺（北京市、天津市、河北省）の 85%の都市街路、90%の高速道路での利用ケース（道

路走行環境）を含むように設計されている。 
・ 道路の構造基準等が異なるため（例えば北京と上海の標準的な車線幅員は違う）、他地域の

対応は別コースでの検討必要。 
・ 現状、案内板や信号は新しいが、様々なユースケースを想定し、状況次第で加工等しながら

実験を行う予定である。 
・ 実験のため、5G の電波塔を 3 本整備し、試験場内全体をカバーしている。 
・ テストコース中で 5G の V2X の状況も設定し、路車間協調等を考えている。 
・ 路側の機械は当機関が整備し、道路は国が整備費用を支援している。 
 
＜今後の予定＞ 
・ 試験エリアをさらに拡大し、今後 4 つのエリアをオープンする予定。 
・ 今後 3 年間で公道上のテストコースは延長 2,000km、運営エリアは 500 平方 km まで拡大す

ることを目標にしており、2022 年冬季北京オリンピックで Intelligent-connected car の全面的

利用を開始したいと考えている。 
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2.3.6  ITS China 

(1) 調査概要 

中国政府機関、有識者等とともに自動運転や信号情報提供等について検討・研究している ITS 
China にヒアリング調査・意見交換を実施した。 

表 2.3.6 調査概要 

訪問日 2019 年 3 月 5 日（火） 
訪問場所 中国北京市南部（北京自動車技術研究センター） 
調査対象機関 ITS China 
アジェンダ ・警察庁・UTMS 協会等の自動運転開発・信号情報提供に関する概要及び調

査背景・目的の説明（日本側） 
・中国の交通管制システム概要、信号情報提供の開発状況等の説明（中国側） 
・質疑・意見交換 

調査状況 

  

  

図 2.3.9 ヒアリング・視察実施状況 

 

(2) 調査結果概要 

ヒアリングにて得られた情報について概要を以下に示す。 

＜自動運転開発のロードマップ＞ 
・ 2016 年に中国自動車工程学会（SAE-China）が中国の自動運転のロードマップを作成してお

り、2020 年に L3 と L4 を実験的に実現するという開発目標を立てた。 
・ しかし、L3 の量産は実現しているがその上のレベルの当初の目標は厳しいと認識してきて

いる。車自体のインテリジェント化は、路車間協調から始まるのではと認識するようになっ

ている。政府も示しているとおり、人、車、道路の知能的協調をしっかり推進するという方

針になってきている。 
・ 現在は路車間協調について進める方向になっているが、まだ協調性の低いレベルの実現にと

どまっている。 
・ 路車間協調の実現にはレベルの高い調整組織が必要で、それがなければ、組織調整、技術・

基準の調整が難しい。 
 
＜中国政府によるルール・規定づくりについて＞ 
・ 国の規定は、2018 年 4 月に工業・情報化部、公安部、交通運輸部が連携してテストするため

の基準ガイドライン「知能網連自動車の道路テストに関する管理規範（試行）」を試験的レベ

ルだが作成し、テスト車の条件、運転手の規定等の枠組みが定められた。 
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・ 交通安全法等関連法規について、法律改正までの動きは見えておらず、自動運転に関連した

改正の予定は現時点ではわからない。 
 
＜高精度地図について＞ 
・ 高精度地図の更新は簡単ではなく時間、費用がかかる。 
・ 単純に自動運転は、インフラや地図等の技術の開発を待つではなく、お互いに推進すること

でうまくいくのではないかと思われる。 
 
＜自動運転・路車間協調のための通信技術＞ 
・ アメリカの DSRC、5G について、中国でも研究・期待しているが、まだどれになるかは明確

になっておらず論議中である。 
 
＜LTEV 5.9GHz の通信について＞ 
・ LTEV はあくまでも一つの方式だが、5.9GHz が標準となっている。 
・ 今は強制的な通信方法の決まりはなく、企業の意見を聞きながら検討しているところであ

る。 
 
＜中国の信号機メーカと規格統一について＞ 
・ 信号制御機メーカは中国に約 130 社あり、各自のプロトコルがあるため、統一基準を作るこ

とは容易ではない。中国では、中国自動車工程学会で信号情報のフォーマットを作成中だが、

まだ公開されていない段階である。 
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2.3.7  中国公安部 

(1) 調査概要 

自動運転開発や信号情報提供に関する政策や推進状況、問題点・課題等を把握するため、政

府内で交通管理や信号制御・情報を担う中国公安部にヒアリング調査を実施した。 
表 2.3.7 調査概要 

訪問日 2019 年 3 月 5 日（火） 
訪問場所 中国北京市中心部（東長安街） 
調査対象 機

関 
中華人民共和国公安部 

アジェンダ - 中国側：中国の自動運転技術開発に向けた政策、法制度面での検討等に関す

る概要説明 
- 日本側：日本の自動運転技術開発に向けた政策、法制度面での検討等の概要

及び調査の背景・目的の説明 
- 質疑・意見交換 

調査状況 

  

  

図 2.3.10 ヒアリング・視察実施状況 

 

(2) 調査結果概要 

ヒアリングにて得られた情報について概要を以下に示す。 

＜中国の V2X 開発の概要＞ 
・ 特に国としてのトップデザインが重要で、政策、法律、規定づくりの重要性を認識している。

2016 年 4 月に政府として設定した開発項目の一つとして自動運転が挙げられている。 
・ 国としての政策があり、実現に向け、関係省庁で協力する組織を作っている。例えば車連網

(V2X)について、中国の工業・情報化部を責任者として、国家発展改革委員会、公安部、交通

運輸部など 20 以上の省庁を組織して連合グループを作った。 
・ このグループでは、政策づくり、技術開発、今後の産業発展について皆で一緒に研究検討し

ている。毎年 1 回会議を開催し、重点的にやるべきことを決めている。 
・ このグループでは主に 2 つの仕事をしている。一つは規範化、テストのための規範づくり。

もう一つは V2X の標準化技術の研究を行っている。 
・ 2018 年公安部、工業・情報化部、交通運輸部は連携して道路上のテストのための要求規定の

書類を作成した。 
・ 道路上でテストしたい自動車メーカ等の資格条件、車の中の運転手の条件、事故が万一発生



18 
 

した場合の責任認定について簡単に決めた。 
・ 条件が合うメーカに対して、市はその車種に対して特別なナンバーライセンスを配布する。 
・ 工業・情報化部の国家標準化委員会が主体となり、産業の高度化のガイドラインを作成して

おり、その中で自動運転が挙げられている。 
・ 省庁間の協調性を保つために、標準化担当部署同士で連携して意見交換する場を作った。 
 
＜公道や閉鎖型テストコースでの実験の概要＞ 
・ 現状でテストコース用ライセンスを取得した車種は約 100 台程度である。 
・ 実験は、都市道路、都市エリアからはじめており、高速道路はまだである。 
・ テスト車両は外から見てすぐわかるようにしている。 
 
＜自動運転（無人運転）の責任の所在＞ 
・ 責任は、今の有人運転と同じように考えており、基本的に運転手に責任があるようにしてい

る。 
 
＜無錫の実験場＞ 
・ 無錫の V2X の信号・実験範囲は大きい範囲の方である。 
・ 無錫で準備しているのは全ての道路環境を備えたテスト環境の整備を推進している。 
・ 中国は閉鎖的実験場を様々な場所で整備しており、現在 16 箇所ある。無錫はその一つであ

る。 
・ 公安が整備しているため、安全面の基準を重視したテストコースである。 
・ 無錫の研究所は、当初日本のサポートがあって設立されたものである。 
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2.3.8  上海（安亭）国家知能網連汽車示範区 

(1) 調査概要 

民間の開発企業用に運転支援・自動運転のために公共サービスとして実験場を整備・運営し

ている安亭の閉鎖型試験場を視察し、ヒアリング・意見交換を実施した。 
表 2.3.8 調査概要 

訪問日 2019 年 3 月 6 日（水） 
訪問場所 上海市安亭 
調査対象機関 上海（安亭）国家知能網連汽車示範区(Shanghai Intelligent Connected 

Vehicle Innovation Center) 
アジェンダ ・安亭実験場の概要についてプレゼン（中国側） 

・閉鎖試験場（F-ZONE）のデモンストレーション視察 
・警察庁・UTMS 協会等の自動運転開発に関する概要及び調査背景・目的の

説明（日本側） 
・質疑・意見交換 

調査状況  

 

  

図 2.3.11 ヒアリング・視察実施状況 

 

(2) 調査結果概要 

ヒアリングにて得られた情報について概要を以下に示す。 

＜安亭試験区の概要＞ 
・ 当該試験区開発のアイデアは 2014 年に提案され、2015 年に工業・情報化部から開発許可が

出てエリア建設を推進した。運営開始から概ね 2 年半になる。 
・ 国・上海市からの指示を受けながら ICV(Intelligent Connected Vehicle)産業の試験開発、サー

ビス提供を実施してきた。 
・ 国際協力関係にも力を入れおり、例えば 2016 年 11 月に米国ミシガン州と協力の覚書を結ん

でいる。また、2017 年 8 月に 5GAA 連携に加盟もした。 
・ 試験区は 6 つのプラットフォームと 3 つのサービス基地から構成される。 
・ 6 つのプラットフォームは、①先進的共生力のある研究開発、②テスト・認証、③基準・標

準づくり、④データ情報安全管理、⑤技術成果の実用化、⑥統合イノベーションとアプリの

デモンストレーションである。 
・ 国際標準については、5GAA の通信の標準化実験に参加し、国際的標準作りを牽引している。 
・ 当試験場は様々な機能を有し、中国の中でも規模が大きく先進的で影響力の大きい場所とな

っており、中国で初の車同士の通信テストも実施した。 
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＜視察対象の閉鎖式テストコース（F ゾーン）の概要＞ 
・ 視察する閉鎖式テストコースは、面積約 2km2、道路延長約 4km で都市内状況を再現してい

る（道路構造、トンネル等）。 
・ 通信手段は DSRC と LTE-V の主に 2 種類がある。この内、将来 5G に代わる想定で LTE-V

通信による技術開発を重視している。 
・ 色々な設備を用いて安全管理、情報サービス、新エネルギー利用等のテストが可能である。 
・ この閉鎖式コースでは研究開発サポートの他、テスト試験（一般車が公開道路に入る前に閉

鎖式でテストを受ける）に対応しており、これまで多くのメーカにサービス提供してきた。 
 
＜実験場の設備環境の仕様＞ 
・ 自動運転については 2 つやり方があり、車のセンサーによるものと V2X によるものがある

が、公共サービスを提供しているプラットフォームであり、全ての方法に対応できるように

している。 
・ DSRC と V2X について、プラットフォームとして公平な立場で、あくまで企業の方が開発、

競争していくことになる。しかし、自動運転実現に向けて大きな武器が 5G になるとみんな

期待している。DSRC は成熟期にある標準で、将来的には 5G が重要と想定される。 
 
＜公道でのテスト環境整備（ライセンス要件等）＞ 
・ 2018 年 3 月に上海市における自動運転実験のための公道でのテスト管理方法をまとめた。 
・ 既に 5 つの企業（上海汽車、BMW、図新未来 momenta 等）に 7 ライセンスを与えた。 
・ 路上でライセンスを得るための要件には企業評価（歴史、技術蓄積）もある。もう一つは中

国で登録している企業である必要がある。また費用は必要で、テスト項目によって料金は異

なる。 
・ 上海の ICV は一つの推進指導グループを設置し、17 項目の能力試験が閉鎖コースで実施さ

れている。専門家評価会を開催し、評価を得れば一般道に出られるライセンスが公安局より

与えられる。 
・ ライセンスを得た車は、公道を走行する際、車の位置情報、速度、加速度データをセンター

に送る必要があり、データは安全管理に活用される。 
・ テストは機能と項目ごとに実施しており自動運転レベルでの区別はない。 
 
＜公道でのテスト環境整備（信号情報提供等）について＞ 
・ 公道のテストエリアでは、6 つの交差点で信号情報を提供している。 
・ 公安から関係情報をもらい、信号機メーカからプロトコルをもらい、自動車メーカに説明し

ている。 
・ 信号情報は、サイクル情報、方向別カウントダウン情報をもらっている。 
・ 実験に参加する自動車メーカは上海汽車、GM、フォードで、協力しお互い情報交換しなが

ら進めている。 
 
＜信号情報と想定するユースケース＞ 
・ 中国の汽車工程学会が V2X 協力式アプリの通信プロトコルを作成した。 
・ まだ国・地方の公式的な標準ではないが、全てのメーカ等が検討した業界の標準となってい

る。 
・ 17 種類ユースケースを決め、それごとのデータフォーマットを決めている（UTMS 協会の動

画で描かれていたケースは含まれている）。 
・ 信号情報の通信方式について、ダイレクトとクラウド経由の双方を実施している。現状、ど

ちらが良いかなどは決まっておらず、テストデータを収集し、分析する段階にある。 
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2.3.9  上海交通情報センター 

(1) 調査概要 

上海の道路交通情報や信号情報をはじめ、様々なリアルタイム交通情報を収集・分析し、交

通マネジメント施策に反映するとともに、集約した情報の活用・提供を行っている上海交通情

報センターにヒアリング調査を実施した。 
表 2.3.9 調査概要 

訪問日 2019 年 3 月 7 日（水） 
訪問場所 中国上海市 
調査対象機関 上海交通情報センター 
アジェンダ - 中国側：上海交通情報センターにおける交通情報管理の説明 

- 日本側：警察庁・UTMS 協会等の自動運転開発に関する概要及び調査背景・

目的の説明 
- 質疑・意見交換 

調査状況 

 

 

 

図 2.3.12 ヒアリング・視察実施状況 

 

(2) 調査結果概要 

ヒアリングにて得られた情報について概要を以下に示す。 

＜上海交通情報センターの概要＞ 
・ 上海市の総合交通情報プラットフォームとして 2006 年に設立され、公安の協力を得て交通関

係情報を収集、共有している。 
・ 情報データは道路交通データ、公共交通データ、対外交通データ（市と他地域との流出入、長

距離バス、列車情報等）の 3 種である。 
・ この他、例えば上海市内 64 の気象観測所の情報を有しており、交通予測に活用している（短

期予測は 2 時間先、長期予測は 1 日・2 日先など）。 
・ 環境局ともデータ交換し、交通起因の排気ガス影響を分析している。 
・ これらの情報を集めて分析することで、交通管理の最適化、緊急対応に活用している。それを

市民に提供している。 
 
＜交通情報管理システムの説明＞ 
・ 渋滞状況分析では、昨年の状況、過去 1 年の平均、現状を比較して示し、一見して問題の有無

が直感的にわかるようにしている。 
・ 路線別混雑状況の情報収集について、400m 間隔で埋めているループコイルで流量、車速、車



22 
 

間距離を計測するとともに、警察のナンバープレートのデータも併用し、渋滞状況を計算、渋

滞情報データを収集している。 
・ 渋滞は指数で表し、道路運行状況を管理するとともに市民へ情報提供する。 
・ 過去の渋滞箇所数、時間もすぐに確認できるデータベースとなっている。 
・ これらの数値によって上海の通行制限、政策も検討している。 
・ 警察のカメラの情報も全て集めている。 
・ 画像情報は自動運転用に使えると考えている。 
・ 路上案内板で渋滞情報、渋滞予想時間、警察のカメラ情報も用いて事故状況等を示している。 
・ 道路の工事状況も、警察から伝達され、管理・把握している。 
・ 信号情報については、オーストラリアの SCATS をずっと前から利用しており、現在は改善を

加え、基本的に自動制御を実現している。 
・ 交差点ではループコイルから交差点飽和度を把握し、自動信号制御を実施している。 
・ カメラ画像認識、ナンバープレート情報も参照し、信号制御を行っている。 
・ 公共交通についての路線別混雑度、異常発生状況等も把握している。 
・ 地下鉄利用・乗り換え状況、バス路線網・運行情報、タクシー5 万台の動き、シェアサイクル

利用状況（現在 70 万台あり、20 万台/日が利用）、をリアルタイムに把握可能である。 
・ 対外交通として、外側からの進入数、流出数を把握しているとともに、空港等の施設別利用状

況も把握している。 
・ リアルタイムで信号があと何秒で信号が変わるといった情報はここでも見ることは可能で、

警察がコントロールしている。 
・ 収集・分析した情報は、関係政府部門、40 以上の企業に公開している。 
・ 加工した情報は提供しているが、元の信号情報はまだ提供していない。 
・ システムの安全性を確保するため、2 種類の情報を常に使っており、ループコイル情報とプロ

ーブ情報を見ている。 
・ ループコイルに故障があればプローブデータで補完するようにしており、双方のデータ（例え

ば旅行速度）はほぼ一致する。 
・ 使用しているプローブデータはタクシーがメインで、約 4 万台、1.8-2 万台が有効である。携

帯網/無線で情報通信している。 
 
＜自動運転/ICV(Intelligent Connected Vehicle)の開発＞ 
・ 路側とメーカの役割分担・費用分担は検討中である。 
・ 上海では市内の繁華街でのテストは危ないためまだ実施しておらず、安亭のように人・交通が

少ないところから始めている。 
・ 次は高架道路・高速道路のテストの許可をしていくことになり、その上で市内繁華街で許可し

ていくことになると考えている。 
・ メーカはクローズ（閉鎖型）の試験場におけるテストを通過してからはじめて公道のテストが

できるようになっている。公道にでてテストを実施するために、閉鎖型の試験場でどのくらい

の時間・距離を走行したかという条件もある。 
・ 昨日視察したテスト道路（公道上）では 6 つの交差点で信号情報を提供している。信号機に通

信設備をつけ、DSRC 方式と 4G の 2 つを使っている。 
 
＜ビッグデータ等について＞ 
・ 上海では今後 MaaS の実験を推進していくことになった。 
・ AI はあまり検討しておらず、ビッグデータの分析・活用を重視しており、研究室を設置し、

10 数社と連携しビッグデータの活用を検討している。 
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３ 自動運転のための信号情報提供  

3.1 信号情報の必要性について 

自動運転の実現に向けては、車両周辺環境を高い精度で確実に認識することが不可欠であ

る。車両周辺の移動体をセンシングする技術では、カメラ、ミリ波、ＬｉＤＡＲ等、多様な技

術の開発が進められており、それらを併用することによって、自動運転に求められる高い信頼

性が得られると期待されている。一方、一般道路を自動運転車両が走行するためには、交差点

に設置されている信号灯器を認識し、信号灯器に従って安全に走行することが求められる。現

状の車両自律センシング技術において、信号灯器を認識できるのはカメラのみであり、路側イ

ンフラ等の無線通信を活用した信号情報の提供によって情報を多重化することが考えられる。

また、車両自律センシング技術では取得できない信号残秒数等の先読み情報を路側インフラ等

から提供することで、より高度な自動運転の実現が期待される。 

 
3.1.1 現在灯色情報の活用 

  自動運転車両は、車両に搭載される車載カメラ等により、車両自律で信号灯色を認識する技

術や機能を保持していることが想定される。しかし、自動運転に求められる信頼性や可用性を

担保するためには、路側機等のインフラ支援が必要なシーンがあると考えられる。例えば、図

3.1.1に示すように、車載カメラのみでの信号灯色を認識する場合、信号灯器と太陽光（朝日/

夕日）が重なった場合や逆光時には、特に矢灯器等の認識精度が低下するおそれがある。また、

自動運転車両の前方をバスや大型車両等が走行する場合、先行車両によって信号灯器が車載カ

メラの死角となる場合がある。このような場合、先行車両に追従走行していると、先行車両が、

黄色信号又は赤信号の表示中に交差点に進入した場合、追従する自動運転車両自身が信号無視

違反となったり、出会い頭事故に巻き込まれたりといった事象の発生が懸念される。 

 

 

 

 

 

 

 

図 3.1.1 インフラから信号灯色情報の提供が必要なシーンの例 

 

上述したような一般道における自動運転の課題を車両自律単独で回避するには、自動運転か

ら一時的に手動運転に切り替えることや、車載カメラが信号灯色を認識できるまでは、減速や

一時停止による安全確認といった運転行動が必要になることが想定される。これらの冗長な運

転行動は、自動運転車両としての商品価値を損ねたり、交通流を阻害して渋滞を引き起こす等

によって社会受容性を損ねたりする懸念がある。これらを解決する手段として、信号灯色情報

を無線通信（700ＭＨｚ帯ＩＴＳ無線、モバイル回線等）によって車両に提供することが必要で

あると考えられる。 
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3.1.2 信号残秒数の活用 

現在の信号灯色情報を安定して取得でき、信号灯色が黄色に切り替わったことを瞬時に認

識できたとしても、所定の減速度以下では停止線手前に停止することができず、かつ、黄色

の表示時間中に交差点に進入することもできない、いわゆるジレンマゾーンの状態に陥る場

合がある。所定の減速度を超える急制動による停止挙動は、乗車中の怪我や後続車との追突

事故を引き起こすおそれがある。また、黄色信号終了後の交差点進入は信号無視違反となる

だけでなく交差側車両との出会い頭事故を引き起こすおそれがある。これらを解決する手段

としては、青信号の残秒数等の先読み情報を無線通信によって車両に提供することが有効で

あると考えられる。ここで、ある交差点における一般車両のジレンマゾーン発生状況につい

ての事例[２]を図 3.1.2に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3.1.2 信号切り替わり時に発生するジレンマゾーンの例 

 

図 3.1.2 の縦軸は車両走行速度、横軸は停止線からの距離を示している。曲線Ｌ１は、信

号灯色が黄色に変化したことを認識してから停止線に停止できる速度と距離の関係を示して

おり、Ｌ１よりも速度が高い又は位置が停止線に近い場合は所定の減速度以下では停止線手

前に停止することができないことを示す。また、直線Ｌ２は黄色時間内に停止線を通過でき

る速度と距離の関係を示しており、Ｌ２よりも速度が低い又は位置が停止線より遠い場合は、

黄色の表示時間中に交差点に進入することもできないことを示す。図 3.1.2 の例では、ジレ

ンマゾーン内に位置する車両の大多数が交差点に進入していることから、ジレンマゾーンへ

の進入が加速しながらの無理な交差点進入や信号無視といった危険な運転行動を誘発してい

る懸念がある。社会受容性の観点から、一般車両と同等以上の安全性が求められる自動運転

車両においては、Ｌ１とＬ２に挟まれたジレンマゾーンへの進入を回避することが不可欠で

あると考えられる。 

ジレンマゾーンへの進入を安全に回避する方法の一例として、２段階で減速を行うモデル

が考えられる。このモデルに従ってジレンマゾーンへの進入を回避するためには、灯色が青

通過可能 

停止可能 

車両走行位置（停止線からの距離）[m] 

L1：黄信号を認識して、停止線に安全停止できる位置と速度の関係 
L2：黄時間内に停止線通過可能な位置と速度の関係 

ジレンマゾーン 

車
両
走
行
速
度

[m
/s

ec
] 
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色から黄色に変化する⊿ｔ秒前に、確定した信号残秒数を車両に提供する必要がある。動作

概要を図 3.1.3 に示す。また、特定の前提条件を置いた場合の⊿t 秒の算出結果を参考とし

て表 3.1.1 に示す。速度が高くなるほど又減速度が小さくなるほど⊿t 秒が大きくなり、黄

信号に変化するまでの青信号秒数を早く確定する必要がある。よって、車両の検知状態によ

って青信号の即時打ち切りを決定するような感応制御の運用等に制約を与える可能性がある。

一方、黄色時間を長くするとジレンマゾーンの発生が抑えられ⊿t 秒が小さくなる。これよ

り、自動運転における黄色時間の運用についても考慮が必要になると考えられる。 

なお、これらの信号制御への制約付与は、交通流円滑化とのトレードオフの関係になる恐

れがある。よって、自動運転の効果や普及の度合いに応じた検討が求められる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①現在の速度のままだとジレンマゾーンに進入してしまう場合、 灯色が黄色 

に変化する⊿ｔ秒前に減速度Ｄ１で減速開始 

   ②信号灯色が黄色に変化後、減速度Ｄ２で減速開始 

  ③停止線手前で停止 

   

図 3.1.3 ２段階で減速を行うジレンマゾーン回避モデルの例 

 

表 3.1.1 ⊿t（秒）の試算例 

車両 黄色時間 規制速度 

40km/h 50km/h 60km/h 

一般車両 ３秒 2.75秒 5.98秒 8.93秒 

４秒 － 1.20秒 4.91秒 

大型車両 ３秒 5.67秒 8.84秒 11.90秒 

４秒 2.04秒 5.69秒 8.98秒 

※試算条件 

車載機処理時間： 0.3秒  

信号情報のゆらぎ：0.3秒(定常的に発生する既知の遅延時間は補正する前提) 

一般車両（Ｄ１＝0.03Ｇ、Ｄ２＝0.2Ｇ）、大型車両（Ｄ１＝0.03Ｇ、Ｄ２＝0.15Ｇ） 
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3.2 ＩＴＳ無線路側機を活用した信号情報提供における課題と対策 

3.2.1 信号情報の可用性向上について 

 交通信号制御機［３］の動作状態や信号制御の内容によっては、信号情報を生成、提供すること

が困難な場合がある。一方、自動運転の支援に資する信号情報提供の実現に向けては、信号情

報の可用性を明らかにし、その向上に向けた方策を検討する必要がある。本節では、信号情報

が提供不可あるいは信号残秒数が不確定となる事象を抽出し、それらの事象発生の低減に向け

た対策について検討する。 
(1) 信号残秒数が不定となる事象の抽出 

  ＩＴＳ無線を活用した既存の信号情報提供システムであるＤＳＳＳ(Driving Safety 

Support Systems)［４］の仕様を分析対象として、提供される信号情報が不定となる事象等を抽

出した。抽出した事象とそれぞれの対策検討方針を表 3.2.1に示す。 

 

表 3.2.1 信号残秒数が不定となる事象と検討方針 

No 信号機の動作 現状（ＤＳＳＳ仕様） 検討方針 

1 リコール機能 

（押ボタン等の要求信号

により信号現示を呼び出

す機能） 

 信号情報提供不可 現在灯色（信号通行方向情報）を提

供、提供可能な残秒数情報の分析と

自動運転車両での活用可否を検討 

2 連動子機機能 

（隣接する親機に同期し

て動作する機能） 

ＩＴＳ無線を活用した路路間通信

により子機を集中化 

（連動子機機能を使用しない） 

3 手動動作 

階梯保持 

現在灯色（信号通行方向情報）のみ

を提供 

4 保安動作 

異常閃光 

（フェールモード） 

フェールモードのため信号情報提

供を停止 

5 各種の感応機能 最小秒数、最大秒数を

提供（ＰＲ感応（注１）の

場合、青最小秒数=０秒

から即時で黄色に変

化） 

規制速度が高い（ジレンマゾーン進

入が発生しやすい） 交差点を対象

に下記の運用を推奨 

・ＰＧ感応（注１）の実施等、感応階梯

と黄色階梯を連続させない。 

・黄色時間を可能な範囲で長く設定

する。 

６ 

 

ＦＡＳＴ感応機能 
（緊急車両の優先制御） 

感応中は現在灯色のみ

を提供 

現在灯色（信号通行方向情報）を提

供、提供可能な残秒数情報の分析と

自動運転車両での活用可否を検討 

7 現示（ステータス）切替機

能 

次サイクルも同ステー

タスが継続する前提で

（案１）現示切替を実施している交

差点の情報を公開 
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・夜間点滅制御 

・特定時間帯における時差

制御 

（信号表示順序を切り替

える機能） 

信号情報を提供 （案２）現示切替の時間帯前後で一

時的に運用を停止 

注１：車両青時間は、歩行者青(ＰＧ)、歩行者点滅（ＰＦ)、歩行者赤（ＰＲ)で構成される。 

 

 表 3.2.1 における検討方針として、提供可能な信号残秒数情報の分析と自動運転車両での活

用可否について更なる検討が必要とした「リコール制御」及び「ＦＡＳＴ感応機能」について

詳細に考察することとする。 

 

(2) リコール制御について 

(a) 検討の目的 

押ボタンや車両感知に基づいて現示 1が要求される「リコール制御」を実施している交差点で

は信号灯色の表示順序や表示タイミングを事前に確定することが困難である。このため、現状

の交通信号制御機仕様では、信号情報の提供が困難かつ安全運転支援システムでの利用価値が

低いと判断し、「リコール制御機能」と「ＤＳＳＳ信号情報出力機能」は競合不可の扱いとし

ている。 

一方、自動運転の実現に向けては、ＩＴＳ無線路側機から提供される信号情報の可用性を向

上することが期待される。本節ではリコール制御交差点における信号情報提供の可能性や信号

情報活用における課題について検討する。 

(b) リコール制御の概要 

リコール動作とは、指定された現示要求信号により現示を呼び出す動作をいう。 

リコール動作には、孤立交差点等で、隣接交差点間と信号タイミングを連携させる系統動作

を行っていない場合において、所定の信号階梯 2を保持して現示要求信号を待つ「停止型」、隣

接交差点との系統動作実行中の場合において、信号階梯を歩進しながら所定の灯色を保持する

「回転型」の２つの方式がある。ＩＴＳ無線路側機の整備対象である交通管制センタから遠隔

制御される集中交差点においては、系統動作が実行されている場合が大多数であると想定され

る。よって、「回転型」での信号情報提供の可用性の検討が重要と考えられる。 

なお、現示要求信号の数によって、１現示要求の場合はリコール１機能、２現示要求の場合

はリコール２機能として区別される。また、運用されている交差点数は限定的であるが、車両

現示要求あり時と歩行者現示要求あり時を区別して、それぞれのリコール現示を実現するリコ

ール３機能がある。本節の事例考察においては、ＩＴＳ無線路側機の整備対象の中心となる集

中交差点を想定した回転型かつ「リコール１機能」を包含する拡張機能であり、動作が複雑で

信号情報を活用する上で課題が多いと想定される「リコール２機能」を対象として、信号情報

提供の可能性について検討する。 

 

                                                   
1 交差点における信号表示の組み合わせ単位 
2 現示を構成する信号表示の切替最小単位 
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(ｱ) 検討対象の区分 

検討対象方式を表 3.2.2に示す。 

表 3.2.2 検討対象 

 停止型 回転型 

リコール１機能   

リコール２機能  ○ 

 

(ｲ) 信号現示の例 

考察に用いる信号現示を図 3.2.1に示す。 

 

 

図 3.2.1 信号現示 

 

(ｳ) 信号制御の動作 

・リコール要求１、２とも記憶時 

第１階梯終了までに要求を記憶した場合は、第１階梯終了時点で直ちに次階梯に進み、リ

コール現示１、リコール現示２の順に要求現示を実現する。 

 

 

図 3.2.2 リコール要求１、２とも記憶時 

 

・リコール要求１のみ記憶時 

第１階梯終了までにリコール要求１のみが記憶状態のときは、第１階梯終了時点で直ちに

次階梯に進みし、リコール現示１を実現する。 

 

 

図 3.2.3 リコール要求１のみ記憶時 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 7

主道路灯色

階梯番号

リコール現示1

8 9

リコール現示2

1 2 3 4 5 6 7
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リコール現示2
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主道路灯色

階梯番号

リコール現示1
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リコール現示2

青     黄   赤 
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なお、リコール現示１を終了するまでに、リコール要求２が記憶状態になったときは、リ

コール現示１に続きリコール現示２を実現する。 

 

 

図 3.2.4 リコール要求１記憶後、リコール要求２記憶時 

 

・リコール要求２のみ記憶時 

第１階梯終了までにリコール要求２のみが記憶状態のときは、リコール現示２のみ実現す

る。この時の動作はメーカー等によって異なり、２種類の表示方法が存在する。 

 

 

図 3.2.5 リコール要求２のみ記憶時（リコール現示２を先出） 

 

 

図 3.2.6 リコール要求２のみ記憶時（主道路を延長表示） 

 

なお、図 3.2.5 の方式において、主道路現示を終了するまでに、リコール要求１が記憶状

態になったときは、リコール現示２の前にリコール現示１を実現する。 

 

 

図 3.2.7 リコール要求２記憶後、リコール要求１記憶時 

 

・要求信号の記憶がないとき 

第１階梯終了までにリコール要求１及びリコール要求２が共に記憶状態にならない場合

は、第１階梯の灯色を保持する。 

 

1 2 3 4 5 6 7

主道路灯色
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リコール現示1

8 9

リコール現示2

1 2 3 4 5 6 7

主道路灯色

階梯番号

リコール現示1
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リコール現示2

1 2 3 4 5 6 7

主道路灯色

階梯番号

リコール現示1

8 9

リコール現示2
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図 3.2.8 要求信号の記憶がないとき 

 

(ｴ) 提供可能な信号情報について 

リコール制御交差点における信号情報提供についての課題を考察するため、典型的な条件に

おける提供可能な信号情報を考察する。 

 

「第１階梯終了後 かつ リコール要求未受信」 

多くの時間帯が本条件になると想定される。主道路の青時間については、次サイクルの第１

階梯が終了するまでの時間が最小秒数となる。また、最大秒数は確定できないため不明とな

る。 

最小秒数は、実行中サイクルのサイクル開始から時間経過とともに減少し、第１階梯終了時

には、即時での灯色変化を表す０秒まで減少する。その後、非連続に増加し、次サイクルの第

１階梯終了までの秒数が提供される。 

なお、次サイクルの動作は未確定のため、次サイクルの秒数には、固定の設定値である最小

青時間を適用することが想定される。これより、次サイクルの開始時点で第１階梯秒数が確定

し、最小秒数が再び非連続に増加することとなる。 

 

表 3.2.3 第１階梯終了後かつリコール要求未受信 

区分 灯色 最小秒数 最大秒数 灯色変化数 留意事項 

主道路 青 サイクル終了まで＋ 

第１階梯（最小保障秒数） 

不明 不明 最小秒数が非連

続に変化する。 

最大秒数及び次

サイクル終了ま

での灯色変化数

は確定しない。 

リコール 

現示１ 

赤 サイクル終了まで＋ 

階梯１～３（最小保障秒数） 

不明 不明 

リコール 

現示２ 

赤 サイクル終了まで＋ 

階梯１～３（最小保障秒数） 

不明 不明 
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主道路灯色

階梯番号

リコール現示1
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「第１階梯終了前 かつ リコール１要求のみ受信」 

主道路及びリコール現示１については残秒数が確定するため、信号情報を有効に活用できる

と考えられる。 

 

表 3.2.4 第１階梯終了前かつリコール１要求のみ受信 

区分 灯色 最小秒数 最大秒数 灯色変化数 留意事項 

主道路 青 階梯１終了まで 階梯１終了まで 不明 次サイクル終

了までの灯色

変化数は確定

しない。 
リコール 

現示１ 

赤 階梯３終了まで 階梯３終了まで 不明 

リコール 

現示２ 

赤 階梯６終了まで 不明 不明 

 

「第１階梯終了前 かつ リコール２要求のみ受信」 

図 3.2.5 に示した方式の場合、主道路の青時間が確定するため、信号情報を有効に活用でき

ると考えられる。しかし、第３階梯の終了までにリコール要求１があればリコール現示１が実

現されるため、リコール現示２の秒数は確定しない。 

 

表 3.2.5 第１階梯終了前かつリコール２要求のみ受信 

区分 灯色 最小秒数 最大秒数 灯色変化数 留意事項 

主道路 青 階梯１終了まで 階梯１終了まで 不明 第３階梯終了

まで、リコー

ル現示２の秒

数は確定しな

い。次サイク

ル終了までの

灯色変化数は

確定しない。 

リコール 

現示１ 

赤 階梯３終了まで 不明 不明 

リコール 

現示２ 

赤 階梯３終了まで 階梯６終了まで 不明 

 

 (ｵ) まとめ 

リコール現示要求信号の受付状態や受付タイミングによって提供可能な信号情報が変化す

る。そのため、信号残秒数の提供においては、最小秒数が非連続に増減すること、多くの場合

で最大秒数が不明となること、次サイクル終了までの灯色変化数は確定できないこと等、通常

とは異なる信号情報となる。自動運転車両側での情報処理が複雑となるため、リコール制御に

おける信号情報を有用に活用するためには、実証実験等を通じた検証が必要と考えられる。 
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 (3) ＦＡＳＴ感応機能 

 (a) ＦＡＳＴ感応機能の概要 

ＦＡＳＴ感応機能とは、ＦＡＳＴ信号指令（緊急車両接近情報と緊急車両通過情報）を受信し、緊急

車両を優先する様に感応階梯 3（延長階梯及び短縮階梯）の表示時間をあらかじめ設定した置換時間に置き

換える動作をいう。 
延長階梯で当該のＦＡＳＴ信号が有りの場合は、延長用の置換時間に置き換えて、延長動作を行う。その

延長動作中に当該のＦＡＳＴ信号が無しになった場合は、直ちに設定時間に戻す。その際、設定時間に達し

ていない場合には、設定時間の計時が終了した時点で次階梯に進む。また、既に設定時間の計時が終了して

いる場合には、直ちに次階梯に進むこと。 
 短縮階梯で、当該でないＦＡＳＴ信号が有りの場合は、短縮用の置換時間に置き換えて、短縮動作に入

る。短縮用の置換時間の計時が終了した場合は、直ちに次階梯に進む。ただし、保証青時間の計時が終了し

ていなければ計時が終了した時点で歩進する。短縮動作中に当該でないＦＡＳＴ信号が無しになった場合

は、直ちに設定時間に戻す。その際、設定時間に達していない場合には、設定時間の計時が終了した時点で

次階梯に進む。また、既に設定時間の計時が終了している場合には、直ちに次階梯に進む。図3.2.9にＦＡ

ＳＴ感応機能の動作概要を示す。 

 

図 3.2.9 ＦＡＳＴ感応機能の動作概要 

 

(b) ＦＡＳＴ感応中における信号情報提供について 

 ＦＡＳＴ感応機能が実行されるシーンでは、当該交差点に緊急車両が接近中の状態にあり、

一般車両は、信号灯色の状態によらず交差点への進入を回避するとともに、緊急車両の通行を

妨げることとがないように路側帯等に待避する義務がある。これより、ＦＡＳＴ感応機能中は

信号情報の有用性が低いと考えられるため、現状のＤＳＳＳ仕様では、信号残秒数を提供せず、

現在灯色状態を表す「信号通行方向情報」のみを提供している。よって、自動運転車両のため

に信号残秒数を提供する仕様変更の検討に当たっては、ＦＡＳＴ感応中に信号残秒数を活用で

                                                   
3 信号表示時間の延長又は短縮動作を行う階梯 



33 
 

きるシーンを抽出し、実証実験等を通じて、その活用機会の頻度等の有用性を明らかにする必

要があると考えられる。 

 

3.2.2 信号情報の信頼性向上について 

自動運転車両に信号情報を提供するためには、路側機が故障した場合等に対応したフェール

セーフ機能を備えることで、その信頼性を確保する必要がある。これより、ＩＴＳ無線を活用

した既存の信号情報提供システムであるＤＳＳＳ仕様を分析対象として、現状の課題を抽出す

るともにフェールセーフ機能の拡充に向けた検討を行った。 

(1) 現状のフェールセーフ機能と課題について 

ＩＴＳ無線路側機における信号情報提供のフェールセーフ機能としては、灯器の点灯・滅灯

を制御している交通信号制御機の灯器出力Ｉ／Ｆ（ＡＣ100Ｖ)をＩＴＳ無線路側機に引き込み、

その電圧状態を監視することによって、灯器の点灯・滅灯に係わる物理状態を把握し、その灯

器状態と信号情報が一致しない時間が設定許容範囲を逸脱した場合に、信号情報を異常と判定

する二重化チェックの機能を備えている。 

一方、現状仕様の課題は、監視できる灯器数が最大４点までに限定されていることである。

自動運転車両に向けた信号情報提供に資する信頼性を担保するためには、監視対象灯器を、車

両に通行権を付与する全ての灯器（青灯器、青矢灯器及び夜間等に実施される黄点滅、赤点滅）

に拡張することが必要と考えられる。 

(2) フェールセーフ仕様の見直しについて 

 監視灯器数を単純に増やした場合、灯器出力Ｉ／Ｆの工事結線が煩雑となること、ＩＴＳ無

線路側機の筐体開口部の大きさが限られ、接点入力端子数の増加は筐体の大型化等が必要とな

ること等より、機器コスト増、工事コスト増が懸念される。よって、機器コスト増、工事コス

ト増を最小限に抑えながら、監視対象灯器を、全ての青灯器、青矢灯器にまで拡張することを

要件と定義した。図 3.2.10にフェールセーフ仕様見直しの概要を示す。全ての車両通行可灯

色（青丸灯器、青矢灯器）について、交通信号制御機の灯器出力Ｉ／Ｆが出力する信号をシリ

アル通信に変換し、信号情報とは異なる独立したＳ10形回線を用いてＩＴＳ無線路側機に出

力する。ＩＴＳ無線路側機では、これより取得した灯器状態と、別回線より取得した信号情報

が一致しない時間が設定許容範囲を逸脱した場合に、信号情報を異常と判定する。 

 

 

図 3.2.10 高度化フェールセーフ仕様の概要 
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3.2.3 自動運転車両向け路車間メッセージセットの検討 

自動運転車両向け路車間メッセージセットの検討においては、ダイナミックマップとの連携

によって、ＤＳＳＳの整備・普及において課題となっている道路線形情報の作成及び道路工事

等に伴うデータ保守に係わるシステム管理者の負担を軽減することを要件とした。また、現在、

既にＤＳＳＳ用に信号情報を提供するＩＴＳ無線路側機の整備が始まっており、ＤＳＳＳ対応

車載機の普及が立ち上がりつつある。これより、近い将来において、同一の交通信号制御機を

情報源として、ＤＳＳＳ用信号情報［５］と自動運転車両用信号情報が混在する状況が発生する。

同一情報の二重提供は無駄であるだけ無く、無線通信帯域の圧迫、管理負荷等から避けるべき

と考えられる。よって、ＤＳＳＳ向けメッセージと自動運転車両向けメッセージの共存を可能

とすることを、もう一つの要件とした。表 3.2.6 にＤＳＳＳと共存する自動運転向けメッセー

ジセット案を示す。今後、実証実験等を通じて、メッセージの混在等について問題がないかの

検証が望まれる。 

なお、現時点では、ダイナミックマップ側とＩＴＳ無線路側機を運用管理する都道府県警察

において、交差点ＩＤ等に係わる情報共有の範囲や規約等が未確定である。このため、東京臨

海部実証実験では、ダイナミックマップとの連携に係わる技術検証を目的として、ＩＴＳ無線

路側機より提供される「交差点識別情報」に格納される交差点ＩＤとダイナミックマップで規

定された交差点ＩＤとを紐付ける関連テーブルを車載機に保持することとした。 

 

表 3.2.6 ＤＳＳＳ及び自動運転システムの共用について 

No 区分 補足 提供するメッセージ 

1 ＤＳＳＳ 

専用時 

ＤＳＳＳ仕様による。 道路線形情報（ＩＤ＝１） 

サービス支援情報（ＩＤ＝２） 

信号情報（ＩＤ＝３） 

2 ＤＳＳＳ 

及び 

自動運転 

システム 

併用時 

信号情報をＤＳＳＳと自動運

転システムの両システムで共

用する。 

自動運転用にダイナミックマ

ップと連携するための交差点

識別情報を提供する。 

なお、ＤＳＳＳ対象方路を限

定する場合は、サービス支援

情報で対象方路を指定する。 

道路線形情報（ＩＤ＝１） 

サービス支援情報（ＩＤ＝２） 

信号情報（ＩＤ＝３） 

交差点識別情報（ＩＤ＝10） 

 

3 自動運転 

システム 

専用時 

ＧＰＳ電波受信環境等、ＤＳ

ＳＳ導入の要件を満たしてい

ない交差点を対象とする。 

（3.3.1 項参照） 

信号情報（ＩＤ＝３） 

交差点識別情報（ＩＤ＝10） 
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3.2.4 信号情報提供における遅延時間測定実験 

(1) 実験の目的 

ＩＴＳ無線路側機より提供される信号情報には、実際の信号灯器における灯色変化と信号情

報が車両に到達するタイミングの間に遅延時間が存在する。自動運転の実現に向けては、信号

情報提供における遅延時間とそのゆらぎ時間の定量化とともに遅延時間の発生場所を特定し、

自動運転に適用させる上での課題を明確にする必要がある。  

本実験においては、既存のＤＳＳＳシステムを対象として、交通信号制御機及びＩＴＳ無線

路側機における遅延時間の計測を実施した。 

(2) 実験機器構成 

交通信号制御機単独の遅延時間計測に用いる実験機器構成を図 3.2.11、システム全体（交通

信号制御及びＩＴＳ無線路側機）の遅延時間計測に用いる実験機器構成を図 3.2.12に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3.2.11 実験機器構成１ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※１：灯色信号(ＡＣ100Ｖ)を計測器で測定可能な信号レベルに変換する 

 

図 3.2.12 実験機器構成２ 

 

 

 

 

灯色信号 
（ＡＣ100Ｖ） 

交通信号 
制御機 

ＩＴＳ無線

路側機 

信号レベル 
変換(※１) 計測器 

(プロトコルアナ

ライザ等) 

変換信号 

信号情報 

交通信号 
制御機 

信号レベル 
変換(※１) 

灯色信号 
（ＡＣ100Ｖ） 

計測器 
(プロトコル 

アナライザ等) 

変換信号 

無線出力（ＲＦ） 
信号情報 
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(3) 実験の条件 

(a) 共通条件 

①計測分解能は 10ms 以上とする。 

②実験用信号情報データ 

信号情報のデータサイズは、標準的なデータサイズであるデータ１及び現実的にあり得る大

きなデータサイズとなるデータ２の２種類を用いて計測を行う 

 

データ１（実データ部 471byte／４方路交差点） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

データ２（実データ部 543byte／５方路交差点） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(b) 交通信号制御機特有の条件 

灯色信号においては、サイクル先頭の信号変化である「１Ｇ信号」を出力する。 

(c) ＩＴＳ無線路側機特有の条件 

(ｱ) 変調方式は 16QAM1/2 を用いる。 

(ｲ) 無線送信スロットはスロット１を用いる。 

(ｳ) スロット１の通信期間長は、実験で使用する信号情報が送信可能な通信期間長(最大の

3024μs推奨）を用いる。 

(ｴ) 信号情報は全方路を対象として提供する。また、信号情報のみを無線送信する。 

(ｵ) 交通信号制御機の１Ｇ開始タイミングとＩＴＳ無線路側機の送信タイミング(ＧＰＳか 

ら得られる１ＰＰＳ信号タイミングに同期して、100ms周期で送信)とのずれによる影響を評

価するため、下記の２パターンにて計測を行う。 

・100ms タイミング開始の０から 50msにて１Ｇ信号がＯＮになる場合  
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・100ms タイミング開始の 50～100ms にて１Ｇ信号がＯＮになる場合   

(d) 計測省略箇所について 

(ｱ) 計測タイミング 

信号情報の出力タイミングのうち、サイクル開始である１Ｇタイミング（第１階梯）の立ち

上がりは、灯色信号立ち上がりとタイミングが確実に一致し、もっとも直接的に信号情報の遅

延時間を計測できる。これより、信号制御のサイクル開始である１Ｇタイミングのみを計測対

象とする。 

(ｲ) 信号レベル変換の時間 

灯色信号（ＡＣ100Ｖ）から計測器計測用信号への変換時間は、ハードによるレベル変換のみ

であり、計測分解能と比較して十分小さいと考えられる。これより計測対象外とする。 

(ｳ) 交通信号制御機の灯色信号出力から車灯器点灯までの時 

ＬＥＤ灯器を前提とすれば、車灯器の点灯までの時間は計測分解能と比較して十分小さいと

考えられる。これより計測対象外とする。 

(ｴ) ＩＴＳ無線路側機の送信スロット位置による影響時間 

送信スロットは±16μs の同期精度を持つ。スロット位置のずれは机上計算可能なことから

先頭のスロット１のみの計測に限定する。 

(ｵ) ＩＴＳ無線路側機の無線出力以降の時間 

無線出力から車載機で受信されるまでの時間は、路側機の動作に依存しない。これより計測

対象外とする。 

(ｶ) 交通信号制御機の１Ｇ信号とＩＴＳ無線路側機の１ＰＰＳ信号のずれ時 

送信周期と１ＰＰＳ信号は±16μs の同期精度を持つ。送信スロット 1 番を使う本実験条件

下では、無線送信開始位置が送信周期のタイミングとなる。送信開始位置を計測することで１

Ｇとのずれは机上計算可能となる。これより計測対象外とする。 

(4) 計測内容 

(a) 交通信号制御機 

(ｱ) 計測箇所 

灯色信号（１Ｇ）の立ち上がりから信号情報の出力完了までを計測する。 

(ｲ) 計測方法 

計測器にて、灯色信号の立ち上がりを計測開始トリガーとし、信号情報の出力完了（分割フ

レーム含め、最終フレームの送信完了）までの時間を計測する。 

(ｳ) 計測パターンと回数 

各現示パターンにおいて、それぞれ 30回計測する。 

(b) ＩＴＳ無線路側機 

(ｱ) 計測箇所 

 灯色信号（１Ｇ)の立ち上がりから無線出力完了までを計測する。 

なお、参考情報として、送信周期と交通信号制御機の１Ｇ信号とのずれの影響を確認するた

め、無線出力開始までについての計測も行う。 

(ｲ) 計測方法 

計測器にて、灯色信号（１Ｇ)の立ち上がりを計測開始トリガーとし、信号情報の無線出力完

了までの時間を計測する。 
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(ｳ) 計測パターンと回数 

２種類の現示パターンと２種類の１Ｇタイミングを組合せた４パタンのケースにおいて、そ

れぞれ 30回計測する。    

(5) 計測結果 

交通信号制御機については４ベンダーの機器、システム全体（交通信号制御機及びＩＴＳ無

線路側機）については２ベンダーのシステムを対象として計測を行った。表 3.2.13 及び表

3.2.14 に計測結果を示す。 

 

表 3.2.13 交通信号制御機における遅延時間（ms） 

機種 信号データ 最小値 最大値 平均値 分散   

Ａ 
データ１ 137 150 141 8 

データ２ 185 197 188 7 

Ｂ 
データ１ 150 173 162 43 

データ２ 234 259 246 47 

Ｃ 
データ１ 190 230  206 103 

データ２ 270 350 296 230 

Ｄ 
データ１ 126 248 234 27 

データ２ 296 320 309 6 

 

 

表 3.2.14 システム全体（交通信号制御機及びＩＴＳ無線路側機）における遅延時間(ms) 

機種 信号データ 最小値 最大値 平均値 分散 

Ａ 
データ１ 291  393  339  935  

データ２ 341  439  393  663  

Ｂ 
データ１ 221 330 268 941 

データ２ 258 379 324 944 

 

 

(6) 実験結果のまとめ 

 交通信号制御機における平均遅延時間は約 150ms～300ms、平均値に対する最小値と最大値の

ゆらぎ幅は最も大きい機種において±100ms程度であった。 

 一方、ＩＴＳ無線路側機を含めたシステム全体における平均遅延時間は約 250ms～400ms、平

均値に対する最小値と最大値のゆらぎは概ね±100ms未満に収まっていた。 
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3.3 ＩＴＳ無線路側機による信号情報提供に係る制約条件の整理 

 既存の信号情報提供システムであるＤＳＳＳではシステム適用対象交差点に対して制約条件

がある。自動運転に向けてはこれらの制約条件の見直しが必要と考えられる。また、前節まで

の検討結果より、信号情報には提供遅延のゆらぎに起因する誤差があること、交通信号制御機

の動作状態や信号制御の内容によっては、信号残秒数情報を提供することが困難な場合がある

ことが明らかになった。ここでは、信号情報提供におけるこれらの課題が、自動運転に与える

影響について考察する。 

 
3.3.1 ＤＳＳＳにおけるシステム適用対象交差点 

ＤＳＳＳでは、表 3.3.1 に示すように、主に車載機側の処理負荷や自車位置標定精度の制約

からシステム適用対象交差点・適用対象方路に制約条件を設けている。これより、自動運転車

両の実現に向けては、システム適用対象交差点の拡大が課題になると考えられる。 
 

表 3.3.1 ＤＳＳＳにおけるシステム適用対象交差点について 

区分 ＤＳＳＳにおける主な制約 制約理由 

道路構造 交差点間の道程距離が、通常

の走行速度から停止に必要

な距離を確保できているこ

と 

車載機において、複数交差点の

信号情報に対する同時並行処理

が困難なため 

サービス対象道路と並走す

る車両通行道路がある場合

は、適用対象外とすること 

サービス対象交差点の誤認識の

影響があるため 

無線通信 通常の走行速度から停止に

必要な無線通信エリアが確

保できていること 

信号情報を受信した地点をサー

ビス起点として、安全に停止で

きる距離を確保するため 

ＧＮＳＳ環境 ＧＮＳＳ衛星からの電波が

物理的に届かない場所（高架

下、トンネルなど）や電波受

信状態が悪い場所は適用対

象外とすること 

サービス対象交差点の誤認識の

影響があるため 
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3.3.2 信号情報におけるゆらぎの扱い 

信号情報におけるゆらぎに関する考え方を、図 3.3.1 に示す。インフラから配信される信号

灯色の切り替わりタイミングにゆらぎが発生した場合、車両センサー等での認知結果と不整合

が発生し、信号灯色を確定できない状態である、グレーゾーン①及びグレーゾーン②が存在し

てしまう。グレーゾーン①においては、信号灯色が青色か黄色かが判断できないため、停止に

向けた減速が開始できなくなり、事前の予備減速を早く実施する必要が発生するといった課題

が生じる。グレーゾーン②においては、信号灯色が黄色か赤色かが判断できないため、本来で

あれば交差点を通過できていた車両も停止側に倒さざるを得なくなってしまうといった課題が

生じる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3.3.1  信号情報のゆらぎに関する考え方 

 

 

3.3.3 信号残秒数を提供できない場合の対応 

特定の条件においては、信号残秒数を確定値として提供できない状態が発生する。このよう

な状態においては、車両単独の自律制御によって減速をして、ジレンマゾーンへの進入を回避

する必要がある。 

運転モデルの一例を図 3.3.2 に示す。ジレンマゾーンが発生する下限速度をＶ２、下限位置

をＸ２とした場合、Ｘ２に到達するまでにＶ２まで減速を開始し、Ｘ２到達前に黄色になった

場合は停止、青信号が継続している場合は加速して交差点を通過するということが考えられる。 
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 図 3.3.2 ジレンマゾーンを回避する運転モデルの例 

 

 

４．自動運転車両向けに信号情報配信を行う路側機の仕様書案 

東京臨海部実証実験に向けた仕様書案、関連規格案として、別添１、４、５、６、７を策定す

るとともに、これらにフェールセーフ機能の高度化方策を追記した仕様書案として、別添２及

び別添３を策定した。 

 

【仕様書案】 

別添１ ＩＴＳ無線路側機仕様化検討提案書 東京臨海部実証実験版 

別添２ ＩＴＳ無線路側機仕様化検討提案書 

別添３ 交通信号制御機仕様化検討提案書 

 

【関連規格案】 

別添４ ＩＴＳ無線路側機通信アプリケーション共通規格 東京臨海部実証実験版 

別添５ ＩＴＳ無線路側機ＤＳＳＳ及び自動走行システム用路車間通信アプリケーション規

格 東京臨海部実証実験版 

別添６ ＩＴＳ無線路側機ＤＡＴＥＸ－ＡＳＮメッセージ共通規格 東京臨海部実証実験版 

別添７ ＩＴＳ無線路側機ＤＳＳＳ及び自動走行システム用ＤＡＴＥＸ－ＡＳＮメッセージ

規格 東京臨海部実証実験版 
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５．今後の課題 

路側インフラから提供される信号情報を活用した自動運転技術の実用化に向けては、今後も

継続した調査研究や実証実験等を通じた検証が必要と考えられる。下記に想定される主な課題

を示す。 

5.1 東京臨海部実証実験での課題 

・自動運転におけるＩＴＳ無線路側機から提供される信号情報の有用性に関わる検証 

安全への寄与：信号停止における急減速の減少等 

円滑への寄与：青信号発進遅れの減少等 

・仮定した自動運転モデルについての受容性等の検証 

予備減速等の自動運転モデルの社会受容性、周辺車両に与える影響  

 

5.2 将来の課題 

・路側インフラの高度化に係わる要件の確定、試作及び検証 

フェールセーフ機能の拡充 

信号残秒数が不定となる場合の対策 

・自動運転混在に対応した感応制御の運用ルールや黄色時間の設定等、信号制御の運用に関

わるガイドラインの整理  



 
 

結び（総括および結論） 
 

本調査を通じて、路側インフラから提供される信号情報を活用した自動運転の実用化

に向けた技術的課題を抽出するとともに、路側インフラの機能要件とその高度化に向け

た方策を洗い出すことができた。 
本事業で策定した仕様書・関連規格による路側インフラは、車両ＯＥＭ各社が参加さ

れる東京臨海部実証実験によって、その有用性が検証される計画である。また、将来に

向けて策定したフェールセーフ高度化仕様についての検証も実施が見込まれている。こ

れらの検証結果を通じて得られた成果は、将来の自動運転システムにおける路側インフ

ラの標準とすることが求められる。 
最後に、本調査にあたり、ご協力を賜った関係者各位、自動運転における信号情報の

活用について専門的な知見をご提供いただいた委員会メンバ各位に深く感謝申し上げる。 
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1. 適用範囲

1.1 適用範囲

本仕様書は、700ＭＨz帯無線通信に対応した車載通信機を搭載した車両との通信及び

他の端末装置間の交通情報等の送受信を700ＭＨz帯無線通信にて転送・中継を行う装置

（以下、「本装置」という。）に適用する。

本装置と他の機器との関係を図1.1に示す。

信号制御機等

中 ＵＤ形 本 本 本 端

央 集約回線区間 端末 装 装 装 末

装 回線 置 置 置 装

置 集約 置

装置

交通信号 ＤＳＳＳ用 車載 車載

制御機 路側センサ 通信機 通信機

（車両／歩行者）

路車間通信

路路間通信

車車間通信

図1.1 本装置の位置付け

1.2 制定の趣旨及び経緯

従来、ＤＳＳＳを構成する路側機として制定されていた「ＩＴＳ無線路側機 仕様

書」において、自動走行システムに関する東京臨海部実証実験に必要な機能についての

記載を追加した。

2. 仕様書名称

本仕様書の名称は、以下のとおりとする。

「ＩＴＳ無線路側機 仕様書 東京臨海部実証実験版」

3. 用語の定義

本仕様書で用いる主な用語の意味は、以下のとおりとする。

(1) ＤＳＳＳ（Driving Safety Support Systems）

ドライバーへ周辺の交通状況等を視覚・聴覚情報により提供することで、危険要因

に対する注意を喚起し、ゆとりを持った運転環境を創り出すことにより、交通事故を

防止するシステム。
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(2) 車載通信機

本仕様書では、700ＭＨz帯無線を送受信可能な車載通信機をいう。本通信機にＤＳ

ＳＳ判断部及びナビゲーション装置等を組み合わせることにより、トライバーに対し

て注意喚起情報等を提供する。

(3) ＩＴＳ無線路車間通信

本装置から車載通信機へ情報を伝達するための700ＭＨz帯無線通信をいう。

なお、本仕様書では、「路車間通信」とは、ＩＴＳ無線路車間通信を指すものとす

る。

(4) ＩＴＳ無線路路間通信

複数の本装置間で情報を伝達するための700ＭＨz帯無線通信をいう。交通信号制御

機等の他の端末装置間の交通情報等の送受信を、本装置を介した700ＭＨz帯無線通信

にて転送・中継を行う。

なお、本仕様書では、「路路間通信」とは、ＩＴＳ無線路路間通信を指すものとす

る。

(5) ＩＴＳ無線車載機間通信

車載通信機から発信される700ＭＨz帯無線通信をいう。ＩＴＳ無線車載機間通信は、

他の車載通信機又は本装置で受信することができる。

なお、本仕様書では、「車車間通信」とは、ＩＴＳ無線車載機間通信を指すものと

する。

(6) 電波

電波法第２条第１項における電波の定義により、三百万メガヘルツ以下の周波数の

電磁波をいう。

(7) 無線回線

本装置間の電波による通信回線をいう。

(8) ＤＳＳＳ及び自動走行システム用信号情報提供

ＤＳＳＳ及び自動走行システムにおいて、本装置の設置された交差点における交通

信号制御機の灯色情報を、車載通信機に提供する機能をいう。

本仕様書では、とくに断りのない限り、以下の用語を用いる。

ア 信号情報

本装置から、車載通信機へ送信される信号情報。

イ ＤＳＳＳ信号情報

交通信号制御機から、本装置へ送信される信号情報。

(9) ＤＳＳＳ用路側センサ

本仕様書では、「路車協調型 電波ＤＳＳＳ用車両用感知器」又は「路車協調型

電波ＤＳＳＳ用歩行者用感知器」をいう。

(10) ＰＴＰＳ（Public Transportation Priority Systems）

バス専用・優先レーンの設置、優先信号制御等を行い、バス等の優先通行を確保す

ることにより、運行の定時性の確保、マイカーから大量公共輸送機関等への利用転換

の促進、利用者の利便性向上等を目的としたシステム。
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(11) 自動走行システム

運転者を介さず、システムが全てあるいは一部の運転タスクを実施するシステム。

4. 一般事項

本仕様書に適用される仕様書及び規格等は、以下のとおりとする。

「警察交通安全施設端末装置 共通仕様書」

「電波法」

ただし、本装置は「警察交通安全施設端末装置 共通仕様書」の5.2.2(4)項の適用を

除く。

5. 設計条件

5.1 一般条件

本装置は、無線設備規則第49条の22の２に規定される、「700ＭＨz帯高度道路交通シ

ステム」の無線設備の固定局又は基地局とする。

5.2 設置条件

(1) ＩＴＳ無線アンテナの設置高さは、4.7ｍ以上、７ｍ以下に設置する。

(2) ＧＰＳアンテナは、ＧＰＳ信号が受信できる位置に設置する。

5.3 無線条件

無線諸元は、「ＡＲＩＢ ＳＴＤ－Ｔ１０９」及び「ＩＴＳ ＦＯＲＵＭ ＲＣ－０

１０」に準拠すること。

なお、本装置は、「ＡＲＩＢ ＳＴＤ－Ｔ１０９」に基づき、第三者による相互接続

性確認試験を実施し、無線通信の接続性について確認されたものであること。

5.4 異常監視

本装置に接続される各端末機器及び本装置の異常を監視できること。なお、異常と

は通信タイムアウト及び機器状態異常を指す。
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6. 構成及び構造

6.1 構成

6.1.1 構成品

(1) 本装置は、送受信部、制御部、無線部及び電源部より構成する。

(2) 無線部は、無線送受信部、変復調部、ＩＴＳ無線アンテナ、ＩＴＳ無線ケーブル、

ＧＰＳアンテナ及びＧＰＳケーブルより構成する。

(3) 本装置の構成例を図6.1に示す。

無線部

送受信部 制御部 変復調部 無線 ITS無線

送受信部 アンテナ

ITS無線ケーブル

電源部 ＧＰＳ

アンテナ

ＧＰＳケーブル

図6.1 本装置の構成例

本装置

他の端末装置（ＵＤ形端末回線集約装置、交通信号

制御機等）との通信（Ｓ９形インタフェース）

送

受 交通信号制御機との通信（Ｐ10形インタフェース

信 又はＰ11形インタフェース）

部 交通信号制御機との通信（Ｓ10形インタフェース）

交通信号制御機との通信（Ｐ１形インタフェース）

ＤＳＳＳ用路側センサとの通信

（Ｓ10形インタフェース）

無 車載通信機との通信（路車間通信、車車間通信）

線

部 他の本装置との通信（路路間通信）

図6.2 本装置と他装置の接続
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6.1.2 指定項目

発注時の指定項目は、以下のとおりとする。

(1) ＩＴＳ無線アンテナの数量と指向性の有無

(2) ＩＴＳ無線ケーブルの長さ

(3) ＧＰＳケーブルの長さ

(4) ＤＳＳＳ機能の有無及び使用する場合の対象となるＤＳＳＳシステム（注）

(5) 路路間通信機能の有無（注）

(6) 無線通信対象方路（注）

(7) 交通信号制御機との接続の有無及び接続する場合のインタフェースの種類と灯色

信号接続回線数（7.2項参照）

(8) ＤＳＳＳ用路側センサの接続回線数（7.2項参照）

(9) ＰＴＰＳ機能の有無（注）

(10) ＰＴＰＳ機能が用いるＰ１形インタフェースの有無

(11) 自動走行システム機能の有無

注： 無線通信機能の指定について

本装置を設置する交差点において、無線通信機能（ＤＳＳＳ機能及び路路間通信機

能）の有無と、提供する方路（複数可）を指定する。（表6.1） ＰＴＰＳ機能（指定

項目）及び自動走行システム機能（指定項目）と他の機能の組合せは任意に行える。

ＤＳＳＳ機能を指定する場合は対象となるＤＳＳＳシステムを指定する。（表6.2）

本指定内容により、各方路に必要な通信エリアが定まる。その結果、ＩＴＳ無線アン

テナ設置位置によっては、ビル等の遮蔽物により見通しが確保できなくなる等の影響で、

ＩＴＳ無線アンテナが複数必要になる場合がある。

表6.1 機能組合せ

機能 組合せ１ 組合せ２ 組合せ３ 組合せ４

緊急車両情報提供機能 ○ ○ ○ ○

ＤＳＳＳ機能（指定項目） ○ ○ × ×

路路間通信機能（指定項目） ○ × ○ ×

表6.2 ＤＳＳＳ機能の対象システム

機能 対象システム

右折時衝突防止支援システム

ＤＳＳＳ機能 （右折先）歩行者横断見落とし防止支援システム

信号見落とし防止支援システム

発進遅れ防止支援システム

指定項目において、ＰＴＰＳ機能が指定された場合、無線通信（ＰＴＰＳ制御）の対象

とする方路、及び必要とする通信エリアを指定する。ＤＳＳＳ機能と同様、通信エリアの

確保のため、必要に応じてＩＴＳ無線アンテナの複数設置を行うこと。
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6.2 構造

(1) 動作状態を表示灯等により監視できること。

(2) ＩＴＳ無線アンテナ、ＩＴＳ無線ケーブル、ＧＰＳアンテナ及びＧＰＳケーブル

には、「警察交通安全施設端末装置 共通仕様書」の「警察記章」の適用を除く。

(3) ＩＴＳ無線アンテナ、ＩＴＳ無線ケーブル、ＧＰＳアンテナ及びＧＰＳケーブル

に、銘板は不要とする。

7. インタフェース

以下の規格に適合した装置との接続が可能であること。

「Ｓ９形インタフェース規格」

「Ｓ10形インタフェース規格」

「Ｐ１形インタフェース規格」

「Ｐ10形インタフェース規格」

「Ｐ11形インタフェース規格」

7.1 一般

入出力端子部には、外部との信号の受け渡しと商用電源の受電を行う端子板を用意す

ること。

7.2 各回線の最大接続回線数

表7.1 接続回線数

区 分 インタフェース 最大接続 接続機器

規格 回線数

端末回線 Ｓ９ １ ＵＤ形端末回線集約装置

交通信号制御機など

Ｓ10（指定項目） ８ ＤＳＳＳ用路側センサ

１ 交通信号制御機

Ｐ１（指定項目） ４ 交通信号制御機（バス感知信号）

Ｐ10（指定項目） (1) ４ 交通信号制御機（灯色信号）

Ｐ11（指定項目） (1)

注 (1)：交通信号制御機との接続は、Ｐ10形インタフェース又はＰ11形インタフェース

による接続を必須とし、交通信号制御機が対応している場合、Ｓ10形インタフェ

ースによる接続もあわせて行う。

灯色信号はＰ10形インタフェース又はＰ11形インタフェースのいずれか一方を指

定する。
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8. 機能及び性能

8.1 基本機能

8.1.1 700ＭＨz帯無線制御機能

(1) ＩＴＳ無線路側機状態監視機能

本装置における各種状態を監視し、「ＩＴＳ無線路側機状態情報」として状態を送

信すること。送信タイミングは、状態変化時（異常発生時および正常復旧時等）、又

は所定時間（30秒間）内に状態変化がなかった場合とする。

なお、以下の状態を監視対象とする。

ア 制御部の状態（時刻不定、筐体扉状態、セキュリティ異常、時計異常、制御部異

常）

イ 無線部の状態（同期異常、送信オーバーフロー異常、送信出力異常、ＰＬＬロッ

ク外れ、無線部休止中）

なお、異常ログ機能及び状態変化ログ機能におけるログ記録時に異常が発生した場

合は制御部異常とすること。

また、上記の状態の内、セキュリティ異常、時計異常、同期異常、送信オーバーフ

ロー異常、送信出力異常、ＰＬＬロック外れが発生した場合には、無線送信を停止す

ること。制御部異常については、誤った情報を車載通信機に送信するおそれのある場

合には無線送信を停止すること。さらに、送信出力異常、ＰＬＬロック外れが発生し

た場合の無線送信の復旧は、本装置の電源入り切り、又は本装置がリセットされた場

合に行うこと。それ以外については、異常が復旧した時点で無線送信停止を解除する

こと。

(2) セキュリティ機能

暗号化、認証技術によるセキュリティ対策を実装していること。また、路路間通信

における無線区間の通信データを車載通信機にて解読できない仕組みを講じておくこ

と。

暗号化、認証技術の方式は、「700ＭＨz帯安全運転支援システム構築のためのセキ

ュリティガイドライン（総務省）」に準拠した方式とすること。

(3) 通信制御機能

「ＡＲＩＢ ＳＴＤ－Ｔ１０９」、「ＩＴＳ ＦＯＲＵＭ ＲＣ－０１０」に準拠

した通信制御機能を有すること。

ア 本装置の管理

中央装置から受信する「ＩＴＳ無線路側機管理情報」の内容に従い、無線送受信

部にて電波送出開始／停止が行えること。

なお、路路間通信機能を指定した場合、本装置の起動時又はリセット時における

初期化完了後は本情報によらず電波の送出開始が行えること。

イ ＧＰＳ同期

複数の本装置間の干渉を防ぐため、本装置はＧＰＳから得られる１ＰＰＳ 信号

を用いて、協定世界時（ＵＴＣ、Universal Time, Coordinated）の１秒未満の値

に±16マイクロ秒以下の誤差で同期すること。

ウ エア同期
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複数の本装置間の干渉を防ぐため、基本的にはＧＰＳ同期を行うが、ＧＰＳの受

信状態が悪く、他の本装置からの情報を受信できる場合には、その情報に含まれる

同期信号を用いることで、結果として協定世界時（ＵＴＣ、Universal Time, Coor

dinated）の１秒未満の値に±16マイクロ秒以下の誤差で同期すること。

8.1.2 緊急車両情報提供機能

車載通信機から受信した「ＩＴＳ ＦＯＲＵＭ ＲＣ－０１３」で規定されたメッセ

ージにおいて、車両用途種別が緊急自動車であり、かつ、緊急自動車用拡張情報が緊急

移動中である場合、隣接する他の本装置に対して「緊急車接近情報」を提供できること。

また、隣接する他の本装置からの「緊急車接近情報」を受信した場合、送信元とは異

なる他の隣接する本装置に対して、「緊急車接近情報」を転送できること。また、周囲

の車載通信機に対して「緊急車接近情報」を提供できること。

(1) 他装置との通信機能

ア 中央装置と本装置との間の情報交換内容

「ＩＴＳ無線路側機 ＤＡＴＥＸ－ＡＳＮメッセージ共通規格」

「ＩＴＳ無線路側機 緊急車接近情報中継用ＤＡＴＥＸ－ＡＳＮメッセージ規

格」

イ 本装置と車載通信機との間の情報交換内容

「ＩＴＳ無線路側機 通信アプリケーション共通規格」

「ＩＴＳ無線路側機 緊急車接近情報中継用路車間通信アプリケーション規格」

(2) 「緊急車接近情報」の生成機能

緊急移動中の車両からの車車間通信メッセージを受信した本装置は、送信元基地局

ＩＤと生成元基地局ＩＤに自らの基地局ＩＤを設定して、「緊急車接近情報」を送信

すること。

「緊急車接近情報」の生成時に本装置に予め設定された転送回数をDE_転送カウン

タに設定すること。

ただし、車車間通信メッセージを連続して受信する場合は、一定時間の間隔で生成

する。また、緊急移動中の車両からの車車間通信メッセージを受信しない状態が一定

時間継続した場合は、DE_システム状態を「０：無効」にして送信すること。

(3) 「緊急車接近情報」の転送機能

他の隣接する本装置から「緊急車接近情報」を受信した本装置は、DE_転送カウン

タを参照して、「緊急車接近情報」を転送するか否かを判定すること。転送をおこな

う場合は、送信元基地局ＩＤに自らの基地局ＩＤを設定して送信すること。

(4) 「緊急車接近情報」の飛び越し防止機能

本装置は、受信した「緊急車接近情報」の送信元基地局ＩＤを確認し、その送信元

基地局ＩＤが予め設定された基地局ＩＤでない場合は、その情報を破棄すること。

(5) 「緊急車接近情報」の反復防止機能

本装置は、受信した「緊急車接近情報」の生成元の基地局ＩＤを確認し、自らの基

地局ＩＤと同じである場合には、その情報を破棄すること。

(6) 「緊急車接近情報」の提供停止
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中央装置からの「緊急車接近情報中継運用指令」を受信した場合には、その内容に

従うこと。詳細を表8.1に示す。

表8.1 システム状態

緊急車接近情報中継 メッセージ生成状態 システム状態

運用指令の運用許可

１：システム状態を 未生成 メッセージ提供無し

無効で提供 正常に生成 無効

２：システム状態を 未生成 メッセージ提供無し

正常で提供 正常に生成 有効

備考 中央装置との通信タイムアウトと判定されている場合には、全ての

情報のシステム状態を無効とすること。

8.1.3 その他の基本機能

(1) 異常ログ機能

以下の異常事象項目について、異常発生時、及び正常復旧時にログを記録すること。

記録項目は、日時／異常種別とする。

ア 制御部の異常（セキュリティ異常、時計異常、制御部異常）

イ 無線部の異常（同期異常、送信オーバーフロー異常、送信出力異常、ＰＬＬロッ

ク外れ）

(2) 状態変化ログ機能

以下の項目について、状態変化の発生時にログを記録すること。記録項目は、日時

／状態種別とする。

ア 時刻不定状態

イ 筐体扉状態（開状態／閉状態）

ウ 無線部状態（動作中／休止中）

(3) 初期動作状態発信

電源投入時及びリセット発生時には、初期動作状態発信を中央装置宛てに送信する

こと。

(4) 筐体の開扉監視機能

本装置の筐体の開扉状態を監視し、その状態をＩＴＳ無線路側機状態情報で中央装

置宛てに送信すること。

8.2 付加機能

以下の付加機能が指定された場合は、付加機能用のソフトウェアを実装して、所定の

機能が実現できること。

8.2.1 ＤＳＳＳ及び自動走行システム機能

路車間通信機能として、中央装置、交通信号制御機及びＤＳＳＳ用路側センサからの

データを700ＭＨz帯無線の信号として送信し、ＤＳＳＳ機能を実現できること。また、

ＤＳＳＳの路車間通信情報生成機能における信号情報を活用し、自動走行システム機能
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を実現できること。

(1) 他装置との通信機能

他装置とのＤＳＳＳ用電文が送受信できること。

中央装置とＤＳＳＳ用路側センサが互いに通信を行うのに必要な中継機能を備える

こと。

なお、他装置との情報交換内容及び通信手順は、以下の通りとする。

ア 中央装置と本装置との間の情報交換内容

「ＩＴＳ無線路側機 ＤＡＴＥＸ－ＡＳＮメッセージ共通規格 東京臨海部

実証実験版」

「ＩＴＳ無線路側機 ＤＳＳＳ及び自動走行システム用ＤＡＴＥＸ－ＡＳＮメッ

セージ規格 東京臨海部実証実験版」

イ 端末装置（ＵＤ形端末回線集約装置）と本装置との間の通信手順及び情報交換内

容

「Ｓ９形インタフェース規格」

ウ 交通信号制御機からの灯色信号入力の通信手順

「Ｐ10形インタフェース規格」

「Ｐ11形インタフェース規格」

エ 交通信号制御機からの信号情報入力の通信手順及び情報交換内容

「Ｓ10形インタフェース規格」

「路車協調型ＤＳＳＳ用交通信号制御機 通信アプリケーション規格」

オ ＤＳＳＳ用路側センサと本装置との間の通信手順及び情報交換内容

「Ｓ10形インタフェース規格」

「路車協調型電波ＤＳＳＳ用車両用感知器 通信アプリケーション規格」

「路車協調型電波ＤＳＳＳ用歩行者用感知器 通信アプリケーション規格」

(2) 車載通信機との通信機能

車載通信機へ路車間通信情報が送信できること。情報交換内容及び通信手順は、

「ＩＴＳ無線路側機 通信アプリケーション共通規格 東京臨海部実証実験版」

「ＩＴＳ無線路側機 ＤＳＳＳ及び自動走行システム用路車間通信アプリケーシ

ョン規格 東京臨海部実証実験版」

によること。

ア 送信周期

路車間通信情報の送信周期は100ミリ秒を基本とし、送信時点において本装置の

送信準備処理時間を考慮した上で、最新の情報を提供すること。ただし、メッセー

ジ情報毎に送信周期を設定されている場合は、その送信周期で送信すること。

イ 提供対象外メッセージの破棄

ＤＳＳＳ機能において、サービス支援情報の提供対象個別メッセージで指定され

たもの以外の車両検知情報と横断歩行者検知情報を本装置で受信した場合には破棄

しても良い。

ウ サービス支援情報との不一致

ＤＳＳＳ機能において、単発的な通信異常の場合等、提供対象個別メッセージが



- 11 -

一時的に提供されない場合は、サービス支援情報の提供対象個別メッセージ及びサー

ビス方路情報の内容が不一致となっても良い。

エ メッセージの送信停止

「ＤＳＳＳ運用指令２」で提供禁止が指定された場合、メッセージの送信を停止

すること。

(3) 路車間通信情報生成機能

路車間通信情報は、中央装置、交通信号制御機及びＤＳＳＳ用路側センサからの登

録情報をもとに、本装置において以下に示す動的に変化する情報を生成すること。

ア ヘッダ

本装置から送信するメッセージについては、事前に登録された情報を用いて、本

装置にてヘッダを生成して送信すること。

(ア) 運用区分コード

各メッセージ情報毎に、「ＤＳＳＳ運用指令２」の運用区分の内容を設定する

こと。

(イ) インクリメントカウンタ

他装置から本装置にメッセージが登録された場合及び本装置自身でメッセージの編集を

実行した場合にカウントアップすること。

(ウ) 送信時刻

本装置が生成する情報については、本装置が管理する時刻により送信すること。

イ 信号情報

交通信号制御機から「ＤＳＳＳ信号情報」を受信した場合、路車間通信にて車載

通信機に提供する信号情報の形式に編集すること。

(ア) 灯色残秒数のカウントダウン

交通信号制御機から「ＤＳＳＳ信号情報」を受信した時点から現在灯色の残秒

数、最小残秒数及び最大残秒数を100ミリ秒ごとに０秒になるまでカウントダウ

ンし、現在灯色の残秒数が０秒になった時点で、現在灯色を更新すること。交通

信号制御機から「ＤＳＳＳ信号情報」を新たに受信した場合、直ちに受信情報の

編集を行い、信号情報を更新すること。

(イ) 信号通行方向情報の編集

交通信号制御機より灯色信号のみが受信可能な場合は、灯色変化時に直ちに

「信号通行方向情報」を編集し、車載通信機に信号情報を提供可能とすること。

(ウ) 設計遅延時間

交通信号制御機より「ＤＳＳＳ信号情報」を受信完了してから、車載通信機に

ＤＳＳＳ信号情報を提供可能とするまでの、あらかじめ確定された定常的な設計

遅延時間（通信遅延時間、処理遅延時間）に基づいて、最小残秒数及び最大残秒

数を編集できること。

(エ) イベントカウンタ

下記の場合にカウントアップすること。

a 現在灯色の残秒数が、可変から確定に変化した場合

b 現在灯色の残秒数が、確定又は可変から、不明に変化した場合
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c 現在灯色の残秒数が、不明から、確定又は可変に変化した場合

d 灯色変化数が増加した場合

e カウントダウン停止要求フラグにより、カウントダウンを停止した場合

(オ) カウントダウン停止

交通信号制御機からカウントダウン停止要求フラグがセットされた「ＤＳＳＳ

信号情報」を受信した場合は、当該灯色における最小残秒数のカウントダウンを

停止すること。

(カ) システム状態

システム状態については表8.2によること。ただし、信号情報監視機能で信号

情報異常と判定した場合、及び交通信号制御機より受信した「信号動作状態情

報」より、交通信号制御機に異常がある場合は、システム状態を無効とすること。

(キ) 提供停止

「ＤＳＳＳ運用指令２」の内容に従うこと。

ウ 規制情報

中央装置より「規制情報」を受信した場合、直ちに路車間通信による車載通信機

への提供情報に登録すること。

(ア) システム状態

システム状態について、「ＤＳＳＳ運用指令２」の運用許可の内容を設定する

こと。

(イ) 提供停止

「ＤＳＳＳ運用指令２」の内容に従うこと。

エ 車両検知情報

電波ＤＳＳＳ用車両用感知器より「車両検知情報」を受信した場合、直ちに路車

間通信による車載通信機への提供情報に登録すること。また、メッセージ送信周期

内に「車両検知情報」を受信できない場合、タイムアウト判定されるまでの間は、

車載通信機へメッセージを再送すること。

(ア) システム状態

システム状態については表8.2によること。ただし、「電波用ＤＳＳＳ感知器

状態情報」のＤＳＳＳ用感知器状態が異常である場合は、システム状態を無効と

すること。

(イ) 提供停止

「ＤＳＳＳ運用指令２」の内容に従うこと。

(ウ) システム設計遅延時間

電波ＤＳＳＳ用車両用感知器から受信したシステム設計時間に対し、感知器と

の通信において想定される遅延時間、本装置が路車間通信メッセージを出力する

までの設計上の遅延時間を加算し、提供情報に設定すること。

(エ) 再送遅延時間

メッセージを再送する場合、それによる遅延時間として、「メッセージ送信周期

（設定値）×再送回数」を設定する。

オ 横断歩行者検知情報
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電波ＤＳＳＳ用歩行者用感知器より「横断歩行者検知情報」を受信した場合、直

ちに路車間通信による車載通信機への提供情報に登録すること。また、メッセージ

送信周期内に「横断歩行者検知情報」を受信できない場合、タイムアウト判定され

るまでの間は車載通信機へメッセージを再送すること。

(ア) システム状態

システム状態については表8.2によること。ただし、「電波用ＤＳＳＳ感知器

状態情報」のＤＳＳＳ用感知器状態が異常である場合は、システム状態を無効と

すること。

(イ) 提供停止

「ＤＳＳＳ運用指令２」の内容に従うこと。

(ウ) システム設計遅延時間

電波ＤＳＳＳ用歩行者用感知器から受信したシステム設計時間に対し、感知器

との通信において想定される遅延時間、本装置が路車間通信メッセージを出力す

るまでの設計上の遅延時間を加算し、提供情報に設定すること。

(エ) 再送遅延時間

メッセージを再送する場合、それによる遅延時間として、「メッセージ送信周期

（設定値）×再送回数」を設定する。

カ サービス支援情報

中央装置より「サービス支援情報」を受信した場合、直ちに路車間通信による車

載通信機への提供情報に登録すること。

(ア) 提供停止

「ＤＳＳＳ運用指令２」の内容に従うこと。

キ 道路線形情報

中央装置より「道路線形情報」を受信した場合、直ちに路車間通信による車載通

信機への提供情報に登録すること。

(ア) 提供停止

「ＤＳＳＳ運用指令２」の内容に従うこと。

ク 交差点識別情報

中央装置より「交差点識別情報」を受信した場合、直ちに路車間通信による車載

通信機への提供情報に登録すること。

(ア) 提供停止

「ＤＳＳＳ運用指令２」の内容に従うこと。
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表8.2 システム状態

ＤＳＳＳ運用指令２ メッセージ登録状態 システム状態

の運用許可

１：システム状態を 未登録 メッセージ提供無し

無効で提供 タイムアウト判定時 無効

正常登録 無効

２：システム状態を 未登録 メッセージ提供無し

正常で提供 タイムアウト判定時 無効

正常登録 有効

備考 信号情報監視機能で信号情報異常と判定時、又は「電波用ＤＳＳＳ感知器状

態情報」のＤＳＳＳ用感知器状態が異常である時はシステム状態を無効とす

ること。

中央装置との通信タイムアウトと判定されている場合には、全ての情報のシ

ステム状態を無効とすること。

(4) 時刻管理機能

中央装置から受信する「時刻修正指令」により、本装置の時刻を修正すること。

本装置起動後、時刻修正が未実施の場合は、「ＩＴＳ無線路側機状態情報」の「時

刻不定」状態とすること。

中央装置から「時刻修正指令」を受信した場合及びＤＳＳＳ用路側センサから時刻

修正未受信を通知された場合は、直ちにＤＳＳＳ用路側センサの時刻修正を行うこと。

なお、時刻修正実施時に、各接続機器と通信タイムアウトが発生している場合は、通

信が復旧したときに時刻修正を行うこと。ただし、下記の場合は、ＤＳＳＳ用路側セ

ンサの時刻修正は行わないこと。

ア 本装置が時計異常の場合

イ 本装置起動後又は中央装置間と通信タイムアウト発生による通信復旧後で、本装

置の時刻修正が未実施の場合

(5) 信号情報監視機能

ア 交通信号制御機からの前回の「ＤＳＳＳ信号情報」受信時からの経過時間に基づ

いて推定した信号情報と今回受信の「ＤＳＳＳ信号情報」の整合性を確認すること。

（整合性確認１）

イ 本装置に灯色信号を引き込む場合、交通信号制御機からの前回の「ＤＳＳＳ信号

情報」受信時からの経過時間に基づいて推定した信号情報と、灯色信号の整合性を

確認すること。なお、引き込み対象とする灯色信号は、信号情報提供対象とする方

路の青丸灯器と青矢灯器とすること。青矢灯器が無い場合は、対象方路の青丸灯器

と赤丸灯器とすること。（整合性確認２）

ウ 信号情報の整合性確認１及び２については、誤差許容範囲と正常復旧監視時間を

100ミリ秒単位で設定できること。

信号情報の誤差が設定許容範囲の設定値を逸脱した場合に、信号情報異常と判定
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すること。また、信号情報の誤差が正常復旧監視時間継続して設定許容範囲内であ

れば、正常復旧とを判定すること。

判定結果は、システム状態に反映すること。

エ 信号情報異常発生時、正常復旧時及び所定期間（30秒間）内に状態遷移がなかっ

た場合に、「信号情報状態情報（ＩＴＳ無線路側機）」を中央装置に送信すること。

(6) ＤＳＳＳ情報タイムアウト判定機能

交通信号制御機からの「ＤＳＳＳ信号情報」、ＤＳＳＳ用路側センサからの「車両

検知情報」及び「横断歩行者検知情報」のタイムアウト時間を100ミリ秒単位で設定

できること。タイムアウトが発生した場合は、該当する登録情報のシステム状態に反

映すること。

通信が復旧した際には、正常復旧と判定すること。判定結果は、システム状態に反

映すること。

ア ＤＳＳＳ信号情報

(ア) 「ＤＳＳＳ信号情報」のタイムアウト時間として、感応制御用と通常制御用

の２種類を設定できること。

(イ) 実行中灯色の最小残秒数と最大残秒数が異なる場合は、感応制御用のタイム

アウト時間、そうでない場合は通常制御用のタイムアウト時間により、タイム

アウト判定を行うこと。判定結果は、システム状態に反映すること。

(ウ) タイムアウト発生時、正常復旧時及び所定期間（30秒間）内に状態遷移がな

かった場合に、「信号情報状態情報（ＩＴＳ無線路側機）」を送信すること。

イ 車両検知情報、横断歩行者検知情報

(ア) 「車両検知情報」、「横断歩行者検知情報」のタイムアウト時間を個別に設

定できること。

(イ) タイムアウト発生時、正常復旧時及び所定時間（30秒間）内に状態遷移がな

かった場合に、「ＩＴＳ無線路側機状態情報２」を送信すること。

(7) 中央装置との通信タイムアウト判定機能

本装置が管理する中央装置とのセッションにおいては、セッション断が一定時間継

続した場合に運用禁止と判定するタイムアウト時間を５分単位で設定できること。タ

イムアウトが発生した場合は、中央装置通信タイムアウトと判定すること。判定結果

は、システム状態に反映すること。

セッションが復旧した際には、中央装置通信タイムアウトを解除すること。判定結

果は、システム状態に反映すること。

(8) 機器状態送信機能

本装置の機器状態及び接続機器の機器状態を中央装置に送信すること。

（ＩＴＳ無線路側機状態情報、ＩＴＳ無線路側機状態情報２）

8.2.2 ＰＴＰＳ機能

路車間通信機能として、中央装置からのデータを700ＭＨz帯無線の信号として送信し、

700ＭＨz帯無線の信号から車載機のデータを受信することで、ＰＴＰＳ機能を実現でき

ること。指定項目に基づき、信号制御機に信号を送信すること。
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(1) 他装置との通信機能

他装置とＰＴＰＳ用電文が送受信できること。

なお、他装置との情報交換内容及び通信手順は、以下の通りとする。

ア 中央装置と本装置との間の情報交換内容

「ＩＴＳ無線路側機 ＤＡＴＥＸ－ＡＳＮメッセージ共通規格 東京臨海部

実証実験版」

「ＩＴＳ無線路側機 ＰＴＰＳ用ＤＡＴＥＸ－ＡＳＮメッセージ規格」

イ ＰＴＰＳサービス情報

中央装置より「ＰＴＰＳサービス情報」を受信した場合、直ちに路車間通信によ

る車載通信機への提供情報に登録すること。

(ア) 提供禁止

表8.3のＰＴＰＳ状態の「ＰＴＰＳ運用指令」の内容に従うこと。
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表8.3 ＰＴＰＳ状態

ＰＴＰＳ運用指令の メッセージ登録状態 ＰＴＰＳ登録状態

運用許可

０：提供禁止 未登録 メッセージ未登録

タイムアウト判定時 タイムアウト発生中

正常登録 送信禁止中

２：提供許可 未登録 メッセージ未登録

タイムアウト判定時 タイムアウト発生中

正常登録 正常送信中

(2) 車載通信機との通信機能

車載通信機へ路車間通信情報が送信できること。情報交換内容及び通信手順は、

「ＩＴＳ無線路側機 通信アプリケーション共通規格 東京臨海部実証実験版」

「ＩＴＳ無線路側機 ＰＴＰＳ用路車間通信アプリケーション規格」

によること。

ア 送信周期

路車間通信情報の送信周期は、メッセージ情報毎に設定されている送信周期で送

信すること。

(3) バス通過判定機能

車載機からＰＴＰＳ優先要求情報メッセージを受信し、「ＩＴＳ ＦＯＲＵＭ Ｒ

Ｃ－０１３」で規定された車両状態情報に含まれる方位角、位置情報に含まれる緯度、

経度等からバス通過判定地点の通過を判定した場合、受信したＰＴＰＳ優先要求情報

メッセージを中央装置にただちに転送できること。

バス通過判定地点は、８以上設定できること。

(4) 信号制御機へのバス感知信号の出力

バス通過判定地点の通過を判定し、かつＰＴＰＳ優先要求情報メッセージの内容か

らバス優先が必要な場合（優先要求が”優先要求あり”で、かつ運行状態が”営業中

”の場合）、バス通過判定地点に対応する回線にバス感知信号をただちに出力するこ

と。複数のバス優先判定地点のバス感知信号を１つの回線に対応づけられること。

バス感知信号は「Ｐ１形インタフェース規格」とし、パルス幅400ミリ秒±10％の

感知信号をバス通過判定地点の通過後300ミリ秒以内に出力すること。

8.2.3 路路間通信機能

路路間通信機能として、送受信部で受信した、端末装置のアプリケーションデータを

700ＭＨz帯無線の信号に変換し、無線送受信部から送信できること。また、無線送受信

部で受信した700ＭＨz帯無線の信号をＳ９形インタフェースに変換し、送受信部からＳ

９形インタフェース区間へアプリケーションデータとして送信できること。また、本装

置を中継伝送用として使用する場合は、無線送受信部で受信した700ＭＨz帯無線の信号

を再度700ＭＨz帯無線の信号に変換し、送信が行えること。なお、各端末装置との情報

交換内容及び通信手順は、「Ｓ９形インタフェース規格」及び「ＵＤ形トランスポート

規格」によること。
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(1) 他装置との通信機能

他の装置間の通信を、700ＭＨz帯無線を用いて転送・中継を行う場合、本装置と直

接接続する他装置との通信手順は、以下の通りとする。

「Ｓ９形インタフェース規格」

また、本装置間の無線通信における通信手順は、以下の通りとする。

「ＩＴＳ無線路側機 通信アプリケーション共通規格」

(2) 路路間転送情報の生成機能

本装置は、本装置内に付与された基地局ＩＤ（送信元ＩＤ、宛先ＩＤ、生成元Ｉ

Ｄ）を用いて、路路間転送情報を送受信及び中継伝送がおこなえること。

ア 本装置は、内部に保有する宛先ＩＰアドレスと基地局ＩＤとの対応関係を示す経

路テーブルを有すること。

イ 経路テーブルを参照して、宛先ＩＰアドレスに対応する基地局ＩＤを無線パケッ

トの宛先基地局ＩＤとして設定し、無線パケットを送信すること。

ウ 無線パケットの送信を行う場合は、送信元基地局ＩＤに、無線パケットを送信す

る本装置の基地局ＩＤを設定すること。

(3) 路路間転送機能

本装置は、転送すべき路路間転送情報に含まれる基地局ＩＤを基に構成した経路テ

ーブルを参照して、宛先基地局ＩＤの本装置に到達するまで、情報を転送すること。

(4) 路路間転送実行判定機能

路路間転送情報を受信した本装置は、路路間転送情報に含まれる宛先基地局ＩＤと

経路テーブルを参照して、路路間転送情報を転送するか否かを判定すること。

転送をおこなう場合は、送信元基地局ＩＤに送信元となる本装置の基地局ＩＤを設

定して送信すること。

(5) 路路間転送情報の飛び越し防止機能

本装置は、受信した路路間転送情報に含まれる送信元基地局ＩＤを確認し、その送

信元基地局ＩＤが予め設定された基地局ＩＤでない場合は、その情報を破棄すること。

(6) 路路間転送情報の反復防止機能

本装置は、受信した路路間転送情報の送信元、宛先、生成元の基地局ＩＤを確認し、

経路テーブルにある経路でない情報である場合には、その情報を破棄すること。

(7) ＩＰ通信機能

本装置は、受信した路路間転送情報の宛先基地局ＩＤに自らの基地局ＩＤが設定さ

れている場合、受信した路路間転送情報からＩＰパケットを抽出すること。抽出した

データの宛先ＩＰアドレスが、自らのＩＰアドレスである場合には、当該装置がＩＰ

パケットを処理すること。

(8) 端末装置への転送機能

抽出したデータの宛先ＩＰアドレスが、自らに接続されている信号制御機等の他の

端末装置のＩＰアドレスである場合には、その端末装置へＳ９形インタフェースにて

ＩＰパケットを送信すること。
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8.3 性能

本装置の電気的諸元を以下に示す。

8.3.1 本装置の電気的諸元

特に指定の無い場合は、「ＡＲＩＢ ＳＴＤ－Ｔ１０９」及び「ＩＴＳ ＦＯＲＵＭ

ＲＣ－０１０」に準拠すること。主な諸元を表8.3に示す。

表8.4 主な諸元

項目 諸元

使用周波数帯 755.5ＭＨzを超え、764.5ＭＨz以下であること。

中心周波数は760ＭＨzであること。

誤り訂正 畳み込み FEC Ｒ＝1/2、3/4

変調 BPSK/OFDM、QPSK/OFDM、16QAM/OFDM

空中線電力 任意の1ＭＨzの帯域幅における平均電力が10mＷ以下であるこ

と。許容偏差は、上限20％、下限50％であること。

周波数の許容偏差 20×10-6であること。

8.3.2 路車間通信における情報の提供遅延時間

本装置が、ＤＳＳＳ用路側センサ、交通信号制御機等、他装置から情報を受信してか

ら、車載通信機に提供を開始するまでの遅延時間は、無線通信におけるスロット同期待

ち時間を除き、200ミリ秒以下とすること。

なお、車載通信機が情報を受信するまでの遅延時間は、最大で、メッセージ情報毎の

送信周期（随時送信メッセージの場合、無線送信周期100ミリ秒）を加えた時間となる。

8.3.3 路路間通信における情報の伝送遅延時間

本装置が、Ｓ９形インタフェース区間よりアプリケーションデータを受信してから、

その情報を700ＭＨz帯無線を用いて情報転送し、他の本装置がそのアプリケーションデ

ータを受信して、Ｓ９形インタフェース区間へアプリケーションデータを送信するまで

の遅延時間は、中継伝送を行った場合を含めて、1895ミリ秒以下とすること。

9. 引用資料

本仕様書で引用している資料の一覧を表9.1に示す。また、本仕様書に関連する仕様

書及び規格の引用系統を図9.1に示す。
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表9.1 引用資料一覧（１／３）

引 用 資 料 適用 引用資料の

区分 名 称 分類番号 発行元

仕 警察交通安全施設端末 警交仕規 警察交通安全施設に使用 警察庁

様 装置 共通仕様書 第1001号 される各種の屋外に設置

書 する装置仕様のうち、共

通事項について規定

規 安全運転支援システム B1-U-008-*-0 6項に適用し、ＤＳＳＳ 一般社団法人

格 （ＤＳＳＳレベルⅡ） の対象システムについて ＵＴＭＳ協会

システム定義書－電波 規定

システム編－

Ｐ１形インタフェース B3-A-011-*-0 7項に適用し、バス感知 一般社団法人

規格 信号（Ｐ１形回線）の出 ＵＴＭＳ協会

力条件について規定

Ｓ９形インタフェース B3-A-082-*-0 7項に適用し、端末回線 一般社団法人

規格 （Ｓ９形回線）の接続条 ＵＴＭＳ協会

件について規定

Ｓ10形インタフェース B3-U-002-*-0 7項に適用し、端末回線 一般社団法人

規格 （Ｓ10形回線）の接続条 ＵＴＭＳ協会

件について規定

Ｐ10形インタフェース B3-A-01A-*-0 7項に適用し、灯色信号 一般社団法人

規格 （Ｐ10形回線）の入力条 ＵＴＭＳ協会

件について規定

Ｐ11形インタフェース B3-U-007-*-0 7項に適用し、灯色信号 一般社団法人

規格 （Ｐ11形回線）の入力条 ＵＴＭＳ協会

件について規定

ＩＴＳ無線路側機 Ｄ 8.1項及び8.2項に適用 一般社団法人

ＡＴＥＸ－ＡＳＮメッ し、各アプリケーション ＵＴＭＳ協会

セージ共通規格 東京 に共通する中央装置との

臨海部実証実験版 の通信について規定

ＩＴＳ無線路側機 Ｄ 8.2項に適用し、ＤＳＳ 一般社団法人

ＳＳＳ及び自動走行シ Ｓに関する中央装置との ＵＴＭＳ協会

ステム用ＤＡＴＥＸ－ 通信について規定

ＡＳＮメッセージ規格

東京臨海部実証実験版

ＩＴＳ無線路側機 Ｐ 8.1項に適用し、ＰＴＰ 一般社団法人

ＴＰＳ用ＤＡＴＥＸ－ Ｓに関する中央装置との ＵＴＭＳ協会

ＡＳＮメッセージ規格 通信について規定
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表9.1 引用資料一覧（２／３）

引 用 資 料 適用 引用資料の

区分 名 称 分類番号 発行元

ＩＴＳ無線路側機 通 8.1項及び8.2項に適用 一般社団法人

信アプリケーション共 し、各アプリケーション ＵＴＭＳ協会

通規格 東京臨海部実証 に共通する無線通信（デ

実験版 ータ内容）について規定

規 ＩＴＳ無線路側機 Ｄ 8.2項に適用し、ＤＳＳ 一般社団法人

格 ＳＳＳ及び自動走行シ Ｓ対応車載通信機との無 ＵＴＭＳ協会

ステム用 路車間通信 線通信（データ内容）に

アプリケーション規格 ついて規定

東京臨海部実証実験版

ＩＴＳ無線路側機 Ｐ 8.1項に適用し、ＰＴＰ 一般社団法人

ＴＰＳ用 路車間通信 Ｓ対応車載通信機との無 ＵＴＭＳ協会

アプリケーション規格 線通信（データ内容）に

ついて規定

ＤＡＴＥＸ－ＡＳＮ通 B3-A-087-*-0 8.1項及び8.2項に適用 一般社団法人

信アプリケーション規 し、ＵＤ形伝送での通信 ＵＴＭＳ協会

格 における、アプリケーシ

ョン層について規定

ＵＤ形トランスポート B3-A-085-*-0 8.1項及び8.2項に適用 一般社団法人

規格 し、ＵＤ形伝送での通信 ＵＴＭＳ協会

において、ネットワーク

層からトランスポート層

までを規定

路車協調型ＤＳＳＳ用 B5-U-001-*-0 8.2項に適用し、交通信 一般社団法人

交通信号制御機 通信ア 号制御機との通信（デー ＵＴＭＳ協会

プリケーション規格 タ内容）について規定

路車協調型電波ＤＳＳ B4-U-036-*-0 8.2項に適用し、ＤＳＳ 一般社団法人

Ｓ用車両用感知器 通 Ｓ用車両用感知器との通 ＵＴＭＳ協会

信アプリケーション規 信（データ内容）につい

格 て規定

路車協調型電波ＤＳＳ B4-U-037-*-0 8.2項に適用し、ＤＳＳ 一般社団法人

Ｓ用歩行者用感知器通 Ｓ用歩行者用感知器との ＵＴＭＳ協会

信アプリケーション規 通信（データ内容）につ

格 いて規定
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表9.1 引用資料一覧（３／３）

引 用 資 料 適用 引用資料の

区分 名 称 分類番号 発行元

ＩＴＳ無線路側機 緊 B4-U-013-*-0 8.1項に適用し、緊急車 一般社団法人

急車接近情報中継用Ｄ 両情報提供に関する中央 ＵＴＭＳ協会

ＡＴＥＸ－ＡＳＮメッ 装置との通信について規

セージ規格 定

ＩＴＳ無線路側機 緊 B4-U-012-*-0 8.1項に適用し、緊急車 一般社団法人

急車接近情報中継用路 両情報提供に関する車載 ＵＴＭＳ協会

車間通信アプリケーシ 通信機との通信（データ

ョン規格 内容）について規定

規 700ＭＨz帯高度道路交 ARIB STD-T109 5.3項、8.1項及び8.3項 一般社団法人

格 通システム標準規格 *版 に適用し、車載通信機と 電波産業会

の通信（通信制御、通信

機能／性能）について

700ＭＨz帯高度道路交 ITS FORUM 5.3項、8.1項及び8.3項 ITS情報通信

通システム拡張機能ガ RC-010 *版 に適用し、車載通信機と システム

イドライン の通信（通信制御、通信 推進会議

機能／性能）について規

定

700ＭＨz帯高度道路交 ITS-FORUM 8.1項に適用し、車車間 ITS情報通信

通システム実験用車車 RC-013 *版 通信のデータフォーマッ システム

間通信メッセージガイ トについて規定 推進会議

ドライン

700ＭＨz帯安全運転支 *版 8.1項に適用し、路車間 総務省

援システム構築のため 通信及び路路間通信のセ

のセキュリティガイド キュリティについて規定

ライン

備考 規格欄に記載されている一般社団法人 ＵＴＭＳ協会の規格の＊は版番号を表す。

また、規格欄に記載されている一般社団法人 電波産業会の規格、ＩＴＳ情報通

信システム推進会議のガイドラインの＊版は、最新版を表す。
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ＩＴＳ無線路側機 仕様書

警察交通安全施設雷サージ規格

警察交通安全施設静電気規格

警察交通安全施設端末装置 共通仕様書

安全運転支援システム（ＤＳＳＳレベルⅡ）

システム定義書－電波システム編－

Ｓ９形インターフェース規格

ＩＴＳ無線路側機

ＤＳＳＳ及び自動走行システム用路車間通信アプリケー

ション規格 東京臨海部実証実験版

Ｐ11形インターフェース規格

ＩＴＳ無線路側機 通信アプリケーション共通規格 東京

臨海部実証実験版

ＤＡＴＥＸ－ＡＳＮ通信アプリケーション規格

ＵＤ形トランスポート規格

ＩＴＳ無線路側機

ＤＡＴＥＸ－ＡＳＮメッセージ共通規格 東京臨海部実

証実験版

ＩＴＳ無線路側機

ＤＳＳＳ及び自動走行システム用ＤＡＴＥＸ－ＡＳＮ

メッセージ規格 東京臨海部実証実験版

Ｓ10形インターフェース規格

Ｐ10形インターフェース規格

Ｐ１形インターフェース規格

ＩＴＳ無線路側機

ＰＴＰＳ用ＤＡＴＥＸ－ＡＳＮメッセージ規格

ＩＴＳ無線路側機

ＰＴＰＳ用路車間通信アプリケーション規格
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700ＭＨz帯高度道路交通システム標準規格

（ARIB STD-T109）

700ＭＨz帯高度道路交通システム拡張機能ガイドライン

（ITS FORUM RC-010）

路車協調型ＤＳＳＳ用交通信号制御機

通信アプリケーション規格

路車協調型電波ＤＳＳＳ用車両用感知器

通信アプリケーション規格

700ＭＨz帯高度道路交通システム実験用車車間通信

メッセージガイドライン（ITS FORUM RC-013）

路車協調型電波ＤＳＳＳ用歩行者用感知器

通信アプリケーション規格

ＩＴＳ無線路側機 緊急車接近情報中継用

ＤＡＴＥＸ－ＡＳＮメッセージ規格

700ＭＨz帯安全運転支援システム構築のための

セキュリティガイドライン

ＩＴＳ無線路側機 緊急車接近情報中継用

路車間通信アプリケーション規格



自動運転の実現に向けた信号情報提供技術等の高度化に係る調査

別添２

ＩＴＳ無線路側機

仕様化検討提案書

2019年３月

一般社団法人 ＵＴＭＳ協会
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1. 適用範囲

1.1 適用範囲

本仕様書は、700ＭＨz帯無線通信に対応した車載通信機を搭載した車両との通信及び

他の端末装置間の交通情報等の送受信を700ＭＨz帯無線通信にて転送・中継を行う装置

（以下、「本装置」という。）に適用する。

本装置と他の機器との関係を図1.1に示す。

信号制御機等

中 ＵＤ形 本 本 本 端

央 集約回線区間 端末 装 装 装 末

装 回線 置 置 置 装

置 集約 置

装置

交通信号 ＤＳＳＳ用 車載 車載

制御機 路側センサ 通信機 通信機

（車両／歩行者）

路車間通信

路路間通信

車車間通信

図1.1 本装置の位置付け

1.2 制定の趣旨及び経緯

自動走行システムに関する東京臨海部実証実験版として制定されていた「ＩＴＳ無線

路側機 仕様書」において、「自動運転の実現に向けた信号情報提供技術等の高度

化に係る調査」結果に基づき、追加される機能について記載した。

2. 仕様書名称

本仕様書の名称は、以下のとおりとする。

「ＩＴＳ無線路側機 仕様書」

3. 用語の定義

本仕様書で用いる主な用語の意味は、以下のとおりとする。

(1) ＤＳＳＳ（Driving Safety Support Systems）

ドライバーへ周辺の交通状況等を視覚・聴覚情報により提供することで、危険要因

に対する注意を喚起し、ゆとりを持った運転環境を創り出すことにより、交通事故を

防止するシステム。
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(2) 車載通信機

本仕様書では、700ＭＨz帯無線を送受信可能な車載通信機をいう。本通信機にＤＳ

ＳＳ判断部及びナビゲーション装置等を組み合わせることにより、トライバーに対し

て注意喚起情報等を提供する。

(3) ＩＴＳ無線路車間通信

本装置から車載通信機へ情報を伝達するための700ＭＨz帯無線通信をいう。

なお、本仕様書では、「路車間通信」とは、ＩＴＳ無線路車間通信を指すものとす

る。

(4) ＩＴＳ無線路路間通信

複数の本装置間で情報を伝達するための700ＭＨz帯無線通信をいう。交通信号制御

機等の他の端末装置間の交通情報等の送受信を、本装置を介した700ＭＨz帯無線通信

にて転送・中継を行う。

なお、本仕様書では、「路路間通信」とは、ＩＴＳ無線路路間通信を指すものとす

る。

(5) ＩＴＳ無線車載機間通信

車載通信機から発信される700ＭＨz帯無線通信をいう。ＩＴＳ無線車載機間通信は、

他の車載通信機又は本装置で受信することができる。

なお、本仕様書では、「車車間通信」とは、ＩＴＳ無線車載機間通信を指すものと

する。

(6) 電波

電波法第２条第１項における電波の定義により、三百万メガヘルツ以下の周波数の

電磁波をいう。

(7) 無線回線

本装置間の電波による通信回線をいう。

(8) ＤＳＳＳ及び自動走行システム用信号情報提供

ＤＳＳＳ及び自動走行システムにおいて、本装置の設置された交差点における交通

信号制御機の灯色情報を、車載通信機に提供する機能をいう。

本仕様書では、とくに断りのない限り、以下の用語を用いる。

ア 信号情報

本装置から、車載通信機へ送信される信号情報。

イ ＤＳＳＳ信号情報

交通信号制御機から、本装置へ送信される信号情報。

(9) ＤＳＳＳ用路側センサ

本仕様書では、「路車協調型 電波ＤＳＳＳ用車両用感知器」又は「路車協調型

電波ＤＳＳＳ用歩行者用感知器」をいう。

(10) ＰＴＰＳ（Public Transportation Priority Systems）

バス専用・優先レーンの設置、優先信号制御等を行い、バス等の優先通行を確保す

ることにより、運行の定時性の確保、マイカーから大量公共輸送機関等への利用転換

の促進、利用者の利便性向上等を目的としたシステム。
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(11) 自動走行システム

運転者を介さず、システムが全てあるいは一部の運転タスクを実施するシステム。

4. 一般事項

本仕様書に適用される仕様書及び規格等は、以下のとおりとする。

「警察交通安全施設端末装置 共通仕様書」

「電波法」

ただし、本装置は「警察交通安全施設端末装置 共通仕様書」の5.2.2(4)項の適用を

除く。

5. 設計条件

5.1 一般条件

本装置は、無線設備規則第49条の22の２に規定される、「700ＭＨz帯高度道路交通シ

ステム」の無線設備の固定局又は基地局とする。

5.2 設置条件

(1) ＩＴＳ無線アンテナの設置高さは、4.7ｍ以上、７ｍ以下に設置する。

(2) ＧＰＳアンテナは、ＧＰＳ信号が受信できる位置に設置する。

5.3 無線条件

無線諸元は、「ＡＲＩＢ ＳＴＤ－Ｔ１０９」及び「ＩＴＳ ＦＯＲＵＭ ＲＣ－０

１０」に準拠すること。

なお、本装置は、「ＡＲＩＢ ＳＴＤ－Ｔ１０９」に基づき、第三者による相互接続

性確認試験を実施し、無線通信の接続性について確認されたものであること。

5.4 異常監視

本装置に接続される各端末機器及び本装置の異常を監視できること。なお、異常と

は通信タイムアウト及び機器状態異常を指す。
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6. 構成及び構造

6.1 構成

6.1.1 構成品

(1) 本装置は、送受信部、制御部、無線部及び電源部より構成する。

(2) 無線部は、無線送受信部、変復調部、ＩＴＳ無線アンテナ、ＩＴＳ無線ケーブル、

ＧＰＳアンテナ及びＧＰＳケーブルより構成する。

(3) 本装置の構成例を図6.1に示す。

無線部

送受信部 制御部 変復調部 無線 ITS無線

送受信部 アンテナ

ITS無線ケーブル

電源部 ＧＰＳ

アンテナ

ＧＰＳケーブル

図6.1 本装置の構成例

本装置

他の端末装置（ＵＤ形端末回線集約装置、交通信号

制御機等）との通信（Ｓ９形インタフェース）

送 交通信号制御機との通信

受 （Ｐ10形インタフェース又はＰ11形インタフェース）

信 交通信号制御機との通信

部 （灯色信号用Ｓ10形インタフェース））

交通信号制御機との通信

（信号情報用Ｓ10形インタフェース）

交通信号制御機との通信（Ｐ１形インタフェース）

ＤＳＳＳ用路側センサとの通信

（Ｓ10形インタフェース）

無線部 車載通信機との通信（路車間通信、車車間通信）

他の本装置との通信（路路間通信）

図6.2 本装置と他装置の接続
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6.1.2 指定項目

発注時の指定項目は、以下のとおりとする。

(1) ＩＴＳ無線アンテナの数量と指向性の有無

(2) ＩＴＳ無線ケーブルの長さ

(3) ＧＰＳケーブルの長さ

(4) ＤＳＳＳ機能の有無及び使用する場合の対象となるＤＳＳＳシステム（注）

(5) 路路間通信機能の有無（注）

(6) 無線通信対象方路（注）

(7) 交通信号制御機との接続の有無及び接続する場合のインタフェースの種類と灯色

信号接続回線数（7.2項参照）

(8) ＤＳＳＳ用路側センサの接続回線数（7.2項参照）

(9) ＰＴＰＳ機能の有無（注）

(10) ＰＴＰＳ機能が用いるＰ１形インタフェースの有無

(11) 自動走行システム機能の有無

注： 無線通信機能の指定について

本装置を設置する交差点において、無線通信機能（ＤＳＳＳ機能及び路路間通信機

能）の有無と、提供する方路（複数可）を指定する。（表6.1） ＰＴＰＳ機能（指定

項目）及び自動走行システム機能（指定項目）と他の機能の組合せは任意に行える。

ＤＳＳＳ機能を指定する場合は対象となるＤＳＳＳシステムを指定する。（表6.2）

本指定内容により、各方路に必要な通信エリアが定まる。その結果、ＩＴＳ無線アン

テナ設置位置によっては、ビル等の遮蔽物により見通しが確保できなくなる等の影響で、

ＩＴＳ無線アンテナが複数必要になる場合がある。

表6.1 機能組合せ

機能 組合せ１ 組合せ２ 組合せ３ 組合せ４

緊急車両情報提供機能 ○ ○ ○ ○

ＤＳＳＳ機能（指定項目） ○ ○ × ×

路路間通信機能（指定項目） ○ × ○ ×

表6.2 ＤＳＳＳ機能の対象システム

機能 対象システム

右折時衝突防止支援システム

ＤＳＳＳ機能 （右折先）歩行者横断見落とし防止支援システム

信号見落とし防止支援システム

発進遅れ防止支援システム

指定項目において、ＰＴＰＳ機能が指定された場合、無線通信（ＰＴＰＳ制御）の対象

とする方路、及び必要とする通信エリアを指定する。ＤＳＳＳ機能と同様、通信エリアの

確保のため、必要に応じてＩＴＳ無線アンテナの複数設置を行うこと。
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6.2 構造

(1) 動作状態を表示灯等により監視できること。

(2) ＩＴＳ無線アンテナ、ＩＴＳ無線ケーブル、ＧＰＳアンテナ及びＧＰＳケーブル

には、「警察交通安全施設端末装置 共通仕様書」の「警察記章」の適用を除く。

(3) ＩＴＳ無線アンテナ、ＩＴＳ無線ケーブル、ＧＰＳアンテナ及びＧＰＳケーブル

に、銘板は不要とする。

7. インタフェース

以下の規格に適合した装置との接続が可能であること。

「Ｓ９形インタフェース規格」

「Ｓ10形インタフェース規格」

「Ｐ１形インタフェース規格」

「Ｐ10形インタフェース規格」

「Ｐ11形インタフェース規格」

7.1 一般

入出力端子部には、外部との信号の受け渡しと商用電源の受電を行う端子板を用意す

ること。

7.2 各回線の最大接続回線数

表7.1 接続回線数

区 分 インタフェース 最大接続 接続機器

規格 回線数

端末回線 Ｓ９ １ ＵＤ形端末回線集約装置

交通信号制御機など

Ｓ10（指定項目） ８ ＤＳＳＳ用路側センサ

１ 交通信号制御機（信号情報用）

１ 交通信号制御機（灯色信号用）

Ｐ１（指定項目） ４ 交通信号制御機（バス感知信号）

Ｐ10（指定項目） (1) ４ 交通信号制御機（灯色信号）

Ｐ11（指定項目） (1)

注 (1)：交通信号制御機との接続は、灯色信号用の接続（Ｓ10形インタフェース、Ｐ10

形インタフェース又はＰ11形インタフェース）による接続を必須とし、交通信号

制御機が対応している場合、（信号情報用）Ｓ10形インタフェースによる接続も

あわせて行う。

灯色信号用のインタフェースは、Ｐ10形、Ｐ11形、Ｓ10形インタフェースのい

ずれか一つ以上を指定する。
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8. 機能及び性能

8.1 基本機能

8.1.1 700ＭＨz帯無線制御機能

(1) ＩＴＳ無線路側機状態監視機能

本装置における各種状態を監視し、「ＩＴＳ無線路側機状態情報」として状態を送

信すること。送信タイミングは、状態変化時（異常発生時および正常復旧時等）、又

は所定時間（30秒間）内に状態変化がなかった場合とする。

なお、以下の状態を監視対象とする。

ア 制御部の状態（時刻不定、筐体扉状態、セキュリティ異常、時計異常、制御部異

常）

イ 無線部の状態（同期異常、送信オーバーフロー異常、送信出力異常、ＰＬＬロッ

ク外れ、無線部休止中）

なお、異常ログ機能及び状態変化ログ機能におけるログ記録時に異常が発生した場

合は制御部異常とすること。

また、上記の状態の内、セキュリティ異常、時計異常、同期異常、送信オーバーフ

ロー異常、送信出力異常、ＰＬＬロック外れが発生した場合には、無線送信を停止す

ること。制御部異常については、誤った情報を車載通信機に送信するおそれのある場

合には無線送信を停止すること。さらに、送信出力異常、ＰＬＬロック外れが発生し

た場合の無線送信の復旧は、本装置の電源入り切り、又は本装置がリセットされた場

合に行うこと。それ以外については、異常が復旧した時点で無線送信停止を解除する

こと。

(2) セキュリティ機能

暗号化、認証技術によるセキュリティ対策を実装していること。また、路路間通信

における無線区間の通信データを車載通信機にて解読できない仕組みを講じておくこ

と。

暗号化、認証技術の方式は、「700ＭＨz帯安全運転支援システム構築のためのセキ

ュリティガイドライン（総務省）」に準拠した方式とすること。

(3) 通信制御機能

「ＡＲＩＢ ＳＴＤ－Ｔ１０９」、「ＩＴＳ ＦＯＲＵＭ ＲＣ－０１０」に準拠

した通信制御機能を有すること。

ア 本装置の管理

中央装置から受信する「ＩＴＳ無線路側機管理情報」の内容に従い、無線送受信

部にて電波送出開始／停止が行えること。

なお、路路間通信機能を指定した場合、本装置の起動時又はリセット時における

初期化完了後は本情報によらず電波の送出開始が行えること。

イ ＧＰＳ同期

複数の本装置間の干渉を防ぐため、本装置はＧＰＳから得られる１ＰＰＳ 信号

を用いて、協定世界時（ＵＴＣ、Universal Time, Coordinated）の１秒未満の値

に±16マイクロ秒以下の誤差で同期すること。

ウ エア同期
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複数の本装置間の干渉を防ぐため、基本的にはＧＰＳ同期を行うが、ＧＰＳの受

信状態が悪く、他の本装置からの情報を受信できる場合には、その情報に含まれる

同期信号を用いることで、結果として協定世界時（ＵＴＣ、Universal Time, Coor

dinated）の１秒未満の値に±16マイクロ秒以下の誤差で同期すること。

8.1.2 緊急車両情報提供機能

車載通信機から受信した「ＩＴＳ ＦＯＲＵＭ ＲＣ－０１３」で規定されたメッセ

ージにおいて、車両用途種別が緊急自動車であり、かつ、緊急自動車用拡張情報が緊急

移動中である場合、隣接する他の本装置に対して「緊急車接近情報」を提供できること。

また、隣接する他の本装置からの「緊急車接近情報」を受信した場合、送信元とは異

なる他の隣接する本装置に対して、「緊急車接近情報」を転送できること。また、周囲

の車載通信機に対して「緊急車接近情報」を提供できること。

(1) 他装置との通信機能

ア 中央装置と本装置との間の情報交換内容

「ＩＴＳ無線路側機 ＤＡＴＥＸ－ＡＳＮメッセージ共通規格」

「ＩＴＳ無線路側機 緊急車接近情報中継用ＤＡＴＥＸ－ＡＳＮメッセージ規

格」

イ 本装置と車載通信機との間の情報交換内容

「ＩＴＳ無線路側機 通信アプリケーション共通規格」

「ＩＴＳ無線路側機 緊急車接近情報中継用路車間通信アプリケーション規格」

(2) 「緊急車接近情報」の生成機能

緊急移動中の車両からの車車間通信メッセージを受信した本装置は、送信元基地局

ＩＤと生成元基地局ＩＤに自らの基地局ＩＤを設定して、「緊急車接近情報」を送信

すること。

「緊急車接近情報」の生成時に本装置に予め設定された転送回数をDE_転送カウン

タに設定すること。

ただし、車車間通信メッセージを連続して受信する場合は、一定時間の間隔で生成

する。また、緊急移動中の車両からの車車間通信メッセージを受信しない状態が一定

時間継続した場合は、DE_システム状態を「０：無効」にして送信すること。

(3) 「緊急車接近情報」の転送機能

他の隣接する本装置から「緊急車接近情報」を受信した本装置は、DE_転送カウン

タを参照して、「緊急車接近情報」を転送するか否かを判定すること。転送をおこな

う場合は、送信元基地局ＩＤに自らの基地局ＩＤを設定して送信すること。

(4) 「緊急車接近情報」の飛び越し防止機能

本装置は、受信した「緊急車接近情報」の送信元基地局ＩＤを確認し、その送信元

基地局ＩＤが予め設定された基地局ＩＤでない場合は、その情報を破棄すること。

(5) 「緊急車接近情報」の反復防止機能

本装置は、受信した「緊急車接近情報」の生成元の基地局ＩＤを確認し、自らの基

地局ＩＤと同じである場合には、その情報を破棄すること。

(6) 「緊急車接近情報」の提供停止
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中央装置からの「緊急車接近情報中継運用指令」を受信した場合には、その内容に

従うこと。詳細を表8.1に示す。

表8.1 システム状態

緊急車接近情報中継 メッセージ生成状態 システム状態

運用指令の運用許可

１：システム状態を 未生成 メッセージ提供無し

無効で提供 正常に生成 無効

２：システム状態を 未生成 メッセージ提供無し

正常で提供 正常に生成 有効

備考 中央装置との通信タイムアウトと判定されている場合には、全ての

情報のシステム状態を無効とすること。

8.1.3 その他の基本機能

(1) 異常ログ機能

以下の異常事象項目について、異常発生時、及び正常復旧時にログを記録すること。

記録項目は、日時／異常種別とする。

ア 制御部の異常（セキュリティ異常、時計異常、制御部異常）

イ 無線部の異常（同期異常、送信オーバーフロー異常、送信出力異常、ＰＬＬロッ

ク外れ）

(2) 状態変化ログ機能

以下の項目について、状態変化の発生時にログを記録すること。記録項目は、日時

／状態種別とする。

ア 時刻不定状態

イ 筐体扉状態（開状態／閉状態）

ウ 無線部状態（動作中／休止中）

(3) 初期動作状態発信

電源投入時及びリセット発生時には、初期動作状態発信を中央装置宛てに送信する

こと。

(4) 筐体の開扉監視機能

本装置の筐体の開扉状態を監視し、その状態をＩＴＳ無線路側機状態情報で中央装

置宛てに送信すること。

8.2 付加機能

以下の付加機能が指定された場合は、付加機能用のソフトウェアを実装して、所定の

機能が実現できること。

8.2.1 ＤＳＳＳ及び自動走行システム機能

路車間通信機能として、中央装置、交通信号制御機及びＤＳＳＳ用路側センサからの

データを700ＭＨz帯無線の信号として送信し、ＤＳＳＳ機能を実現できること。また、

ＤＳＳＳの路車間通信情報生成機能における信号情報を活用し、自動走行システム機能
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を実現できること。

(1) 他装置との通信機能

他装置とのＤＳＳＳ用電文が送受信できること。

中央装置とＤＳＳＳ用路側センサが互いに通信を行うのに必要な中継機能を備える

こと。

なお、他装置との情報交換内容及び通信手順は、以下の通りとする。

ア 中央装置と本装置との間の情報交換内容

「ＩＴＳ無線路側機 ＤＡＴＥＸ－ＡＳＮメッセージ共通規格 東京臨海部

実証実験版」

「ＩＴＳ無線路側機 ＤＳＳＳ及び自動走行システム用ＤＡＴＥＸ－ＡＳＮメッ

セージ規格 東京臨海部実証実験版」

イ 端末装置（ＵＤ形端末回線集約装置）と本装置との間の通信手順及び情報交換内

容

「Ｓ９形インタフェース規格」

ウ 交通信号制御機からの灯色信号入力の通信手順

「Ｐ10形インタフェース規格」

「Ｐ11形インタフェース規格」

「Ｓ10形インタフェース規格」

「路車協調型ＤＳＳＳ用交通信号制御機 通信アプリケーション規格」

エ 交通信号制御機からの信号情報入力の通信手順及び情報交換内容

「Ｓ10形インタフェース規格」

「路車協調型ＤＳＳＳ用交通信号制御機 通信アプリケーション規格」

オ ＤＳＳＳ用路側センサと本装置との間の通信手順及び情報交換内容

「Ｓ10形インタフェース規格」

「路車協調型電波ＤＳＳＳ用車両用感知器 通信アプリケーション規格」

「路車協調型電波ＤＳＳＳ用歩行者用感知器 通信アプリケーション規格」

(2) 車載通信機との通信機能

車載通信機へ路車間通信情報が送信できること。情報交換内容及び通信手順は、

「ＩＴＳ無線路側機 通信アプリケーション共通規格 東京臨海部実証実験版」

「ＩＴＳ無線路側機 ＤＳＳＳ及び自動走行システム用路車間通信アプリケーシ

ョン規格 東京臨海部実証実験版」

によること。

ア 送信周期

路車間通信情報の送信周期は100ミリ秒を基本とし、送信時点において本装置の

送信準備処理時間を考慮した上で、最新の情報を提供すること。ただし、メッセー

ジ情報毎に送信周期を設定されている場合は、その送信周期で送信すること。

イ 提供対象外メッセージの破棄

ＤＳＳＳ機能において、サービス支援情報の提供対象個別メッセージで指定され

たもの以外の車両検知情報と横断歩行者検知情報を本装置で受信した場合には破棄

しても良い。
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ウ サービス支援情報との不一致

ＤＳＳＳ機能において、単発的な通信異常の場合等、提供対象個別メッセージが

一時的に提供されない場合は、サービス支援情報の提供対象個別メッセージ及びサー

ビス方路情報の内容が不一致となっても良い。

エ メッセージの送信停止

「ＤＳＳＳ運用指令２」で提供禁止が指定された場合、メッセージの送信を停止

すること。

(3) 路車間通信情報生成機能

路車間通信情報は、中央装置、交通信号制御機及びＤＳＳＳ用路側センサからの登

録情報をもとに、本装置において以下に示す動的に変化する情報を生成すること。

ア ヘッダ

本装置から送信するメッセージについては、事前に登録された情報を用いて、本

装置にてヘッダを生成して送信すること。

(ア) 運用区分コード

各メッセージ情報毎に、「ＤＳＳＳ運用指令２」の運用区分の内容を設定する

こと。

(イ) インクリメントカウンタ

他装置から本装置にメッセージが登録された場合及び本装置自身でメッセージの編集を

実行した場合にカウントアップすること。

(ウ) 送信時刻

本装置が生成する情報については、本装置が管理する時刻により送信すること。

イ 信号情報

交通信号制御機から「ＤＳＳＳ信号情報」を受信した場合、路車間通信にて車載

通信機に提供する信号情報の形式に編集すること。

(ア) 灯色残秒数のカウントダウン

交通信号制御機から「ＤＳＳＳ信号情報」を受信した時点から現在灯色の残秒

数、最小残秒数及び最大残秒数を100ミリ秒ごとに０秒になるまでカウントダウ

ンし、現在灯色の残秒数が０秒になった時点で、現在灯色を更新すること。交通

信号制御機から「ＤＳＳＳ信号情報」を新たに受信した場合、直ちに受信情報の

編集を行い、信号情報を更新すること。

(イ) 信号通行方向情報の編集

交通信号制御機よりＰ10形、Ｐ11形、Ｓ10形インタフェースのいずれかの灯色

信号のみが受信可能な場合は、灯色信号に基づき、灯色変化時に直ちに「信号通

行方向情報」を編集し、車載通信機に信号情報を提供可能とすること。

(ウ) 設計遅延時間

交通信号制御機より「ＤＳＳＳ信号情報」を受信完了してから、車載通信機に

ＤＳＳＳ信号情報を提供可能とするまでの、あらかじめ確定された定常的な設計

遅延時間（通信遅延時間、処理遅延時間）に基づいて、最小残秒数及び最大残秒

数を編集できること。

(エ) イベントカウンタ
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下記の場合にカウントアップすること。

a 現在灯色の残秒数が、可変から確定に変化した場合

b 現在灯色の残秒数が、確定又は可変から、不明に変化した場合

c 現在灯色の残秒数が、不明から、確定又は可変に変化した場合

d 灯色変化数が増加した場合

e カウントダウン停止要求フラグにより、カウントダウンを停止した場合

(オ) カウントダウン停止

交通信号制御機からカウントダウン停止要求フラグがセットされた「ＤＳＳＳ

信号情報」を受信した場合は、当該灯色における最小残秒数のカウントダウンを

停止すること。

(カ) システム状態

システム状態については表8.2によること。ただし、信号情報監視機能で信号

情報異常と判定した場合、及び交通信号制御機より受信した「信号動作状態情

報」より、交通信号制御機に異常がある場合は、システム状態を無効とすること。

(キ) 提供停止

「ＤＳＳＳ運用指令２」の内容に従うこと。

ウ 規制情報

中央装置より「規制情報」を受信した場合、直ちに路車間通信による車載通信機

への提供情報に登録すること。

(ア) システム状態

システム状態について、「ＤＳＳＳ運用指令２」の運用許可の内容を設定する

こと。

(イ) 提供停止

「ＤＳＳＳ運用指令２」の内容に従うこと。

エ 車両検知情報

電波ＤＳＳＳ用車両用感知器より「車両検知情報」を受信した場合、直ちに路車

間通信による車載通信機への提供情報に登録すること。また、メッセージ送信周期

内に「車両検知情報」を受信できない場合、タイムアウト判定されるまでの間は、

車載通信機へメッセージを再送すること。

(ア) システム状態

システム状態については表8.2によること。ただし、「電波用ＤＳＳＳ感知器

状態情報」のＤＳＳＳ用感知器状態が異常である場合は、システム状態を無効と

すること。

(イ) 提供停止

「ＤＳＳＳ運用指令２」の内容に従うこと。

(ウ) システム設計遅延時間

電波ＤＳＳＳ用車両用感知器から受信したシステム設計時間に対し、感知器と

の通信において想定される遅延時間、本装置が路車間通信メッセージを出力する

までの設計上の遅延時間を加算し、提供情報に設定すること。

(エ) 再送遅延時間
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メッセージを再送する場合、それによる遅延時間として、「メッセージ送信周期

（設定値）×再送回数」を設定する。

オ 横断歩行者検知情報

電波ＤＳＳＳ用歩行者用感知器より「横断歩行者検知情報」を受信した場合、直

ちに路車間通信による車載通信機への提供情報に登録すること。また、メッセージ

送信周期内に「横断歩行者検知情報」を受信できない場合、タイムアウト判定され

るまでの間は車載通信機へメッセージを再送すること。

(ア) システム状態

システム状態については表8.2によること。ただし、「電波用ＤＳＳＳ感知器

状態情報」のＤＳＳＳ用感知器状態が異常である場合は、システム状態を無効と

すること。

(イ) 提供停止

「ＤＳＳＳ運用指令２」の内容に従うこと。

(ウ) システム設計遅延時間

電波ＤＳＳＳ用歩行者用感知器から受信したシステム設計時間に対し、感知器

との通信において想定される遅延時間、本装置が路車間通信メッセージを出力す

るまでの設計上の遅延時間を加算し、提供情報に設定すること。

(エ) 再送遅延時間

メッセージを再送する場合、それによる遅延時間として、「メッセージ送信周期

（設定値）×再送回数」を設定する。

カ サービス支援情報

中央装置より「サービス支援情報」を受信した場合、直ちに路車間通信による車

載通信機への提供情報に登録すること。

(ア) 提供停止

「ＤＳＳＳ運用指令２」の内容に従うこと。

キ 道路線形情報

中央装置より「道路線形情報」を受信した場合、直ちに路車間通信による車載通

信機への提供情報に登録すること。

(ア) 提供停止

「ＤＳＳＳ運用指令２」の内容に従うこと。

ク 交差点識別情報

中央装置より「交差点識別情報」を受信した場合、直ちに路車間通信による車載

通信機への提供情報に登録すること。

(ア) 提供停止

「ＤＳＳＳ運用指令２」の内容に従うこと。
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表8.2 システム状態

ＤＳＳＳ運用指令２ メッセージ登録状態 システム状態

の運用許可

１：システム状態を 未登録 メッセージ提供無し

無効で提供 タイムアウト判定時 無効

正常登録 無効

２：システム状態を 未登録 メッセージ提供無し

正常で提供 タイムアウト判定時 無効

正常登録 有効

備考 信号情報監視機能で信号情報異常と判定時、又は「電波用ＤＳＳＳ感知器状

態情報」のＤＳＳＳ用感知器状態が異常である時はシステム状態を無効とす

ること。

中央装置との通信タイムアウトと判定されている場合には、全ての情報のシ

ステム状態を無効とすること。

(4) 時刻管理機能

中央装置から受信する「時刻修正指令」により、本装置の時刻を修正すること。

本装置起動後、時刻修正が未実施の場合は、「ＩＴＳ無線路側機状態情報」の「時

刻不定」状態とすること。

中央装置から「時刻修正指令」を受信した場合及びＤＳＳＳ用路側センサから時刻

修正未受信を通知された場合は、直ちにＤＳＳＳ用路側センサの時刻修正を行うこと。

なお、時刻修正実施時に、各接続機器と通信タイムアウトが発生している場合は、通

信が復旧したときに時刻修正を行うこと。ただし、下記の場合は、ＤＳＳＳ用路側セ

ンサの時刻修正は行わないこと。

ア 本装置が時計異常の場合

イ 本装置起動後又は中央装置間と通信タイムアウト発生による通信復旧後で、本装

置の時刻修正が未実施の場合

(5) 信号情報監視機能

ア 交通信号制御機からの前回の「ＤＳＳＳ信号情報」受信時からの経過時間に基づ

いて推定した信号情報と今回受信の「ＤＳＳＳ信号情報」の整合性を確認すること。

（整合性確認１）

イ 本装置にＰ10形又はＰ11形インタフェースの灯色信号を引き込む場合、交通信号

制御機からの前回の「ＤＳＳＳ信号情報」受信時からの経過時間に基づいて推定し

た信号情報と、灯色信号の整合性を確認すること。なお、引き込み対象とする灯色

信号は、信号提供対象かつ車両に通行権を与えている灯器より選択すること。（整

合性確認２）

ウ 本装置にＳ10形インタフェースで灯色信号情報を引き込む場合、灯色信号用Ｓ10

形インタフェースで受信した灯色信号情報から、個々の灯色信号（灯器出力の点灯

・滅灯の状態）を抽出し、信号情報用Ｓ10形インタフェースから受信したＤＳＳＳ

信号情報との整合性を確認すること。（整合性確認３）
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引き込み対象とする灯色信号は、交通信号制御機から出力される灯色のうち、信

号提供対象とする全ての青丸灯器及び青矢灯器が含まれていること。

整合性確認は、以下の場合に実施すること。

(ア) 灯色信号用Ｓ10形インタフェースから受信した灯色情報に変化があった場合

(イ) 信号情報用Ｓ10形インタフェースからＤＳＳＳ信号情報を受信した場合

(ウ) 灯色残秒数のカウントダウン処理において現在灯色の残秒数が０となり、灯

色変化と判断された場合

エ 信号情報の整合性確認１、２及び３については、誤差許容範囲と正常復旧監視時

間を100ミリ秒単位で設定できること。

信号情報の誤差が設定許容範囲の設定値を逸脱した場合に、信号情報異常と判定

すること。また、信号情報の誤差が正常復旧監視時間継続して設定許容範囲内であ

れば、正常復旧とを判定すること。

判定結果は、システム状態に反映すること。

オ 信号情報異常発生時、正常復旧時及び所定期間（30秒間）内に状態遷移がなかっ

た場合に、「信号情報状態情報（ＩＴＳ無線路側機）」を中央装置に送信すること。

(6) ＤＳＳＳ情報タイムアウト判定機能

交通信号制御機からの「ＤＳＳＳ信号情報」と「灯色信号情報」、ＤＳＳＳ用路側

センサからの「車両検知情報」及び「横断歩行者検知情報」のタイムアウト時間を10

0ミリ秒単位で設定できること。タイムアウトが発生した場合は、該当する登録情報

のシステム状態に反映すること。

通信が復旧した際には、正常復旧と判定すること。判定結果は、システム状態に反

映すること。

ア ＤＳＳＳ信号情報

(ア) 「ＤＳＳＳ信号情報」のタイムアウト時間として、感応制御用と通常制御用

の２種類を設定できること。

(イ) 実行中灯色の最小残秒数と最大残秒数が異なる場合は、感応制御用のタイム

アウト時間、そうでない場合は通常制御用のタイムアウト時間により、タイム

アウト判定を行うこと。判定結果は、システム状態に反映すること。

(ウ) タイムアウト発生時、正常復旧時及び所定期間（30秒間）内に状態遷移がな

かった場合に、「信号情報状態情報（ＩＴＳ無線路側機）」を送信すること。

イ 車両検知情報、横断歩行者検知情報

(ア) 「車両検知情報」、「横断歩行者検知情報」のタイムアウト時間を個別に設

定できること。

(イ) タイムアウト発生時、正常復旧時及び所定時間（30秒間）内に状態遷移がな

かった場合に、「ＩＴＳ無線路側機状態情報２」を送信すること。

ウ 灯色信号情報

(ア) 灯色信号情報用のタイムアウト時間を設定できること。

(イ) タイムアウト判定結果は、システム状態に反映すること。

(ウ) タイムアウト発生時、正常復旧時に、「信号情報状態情報（ＩＴＳ無線路側

機）」を送信すること。
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(7) 中央装置との通信タイムアウト判定機能

本装置が管理する中央装置とのセッションにおいては、セッション断が一定時間継

続した場合に運用禁止と判定するタイムアウト時間を５分単位で設定できること。タ

イムアウトが発生した場合は、中央装置通信タイムアウトと判定すること。判定結果

は、システム状態に反映すること。

セッションが復旧した際には、中央装置通信タイムアウトを解除すること。判定結

果は、システム状態に反映すること。

(8) 機器状態送信機能

本装置の機器状態及び接続機器の機器状態を中央装置に送信すること。

（ＩＴＳ無線路側機状態情報、ＩＴＳ無線路側機状態情報２）

8.2.2 ＰＴＰＳ機能

路車間通信機能として、中央装置からのデータを700ＭＨz帯無線の信号として送信し、

700ＭＨz帯無線の信号から車載機のデータを受信することで、ＰＴＰＳ機能を実現でき

ること。指定項目に基づき、信号制御機に信号を送信すること。

(1) 他装置との通信機能

他装置とＰＴＰＳ用電文が送受信できること。

なお、他装置との情報交換内容及び通信手順は、以下の通りとする。

ア 中央装置と本装置との間の情報交換内容

「ＩＴＳ無線路側機 ＤＡＴＥＸ－ＡＳＮメッセージ共通規格 東京臨海部

実証実験版」

「ＩＴＳ無線路側機 ＰＴＰＳ用ＤＡＴＥＸ－ＡＳＮメッセージ規格」

イ ＰＴＰＳサービス情報

中央装置より「ＰＴＰＳサービス情報」を受信した場合、直ちに路車間通信によ

る車載通信機への提供情報に登録すること。

(ア) 提供禁止

表8.3のＰＴＰＳ状態の「ＰＴＰＳ運用指令」の内容に従うこと。
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表8.3 ＰＴＰＳ状態

ＰＴＰＳ運用指令の メッセージ登録状態 ＰＴＰＳ登録状態

運用許可

０：提供禁止 未登録 メッセージ未登録

タイムアウト判定時 タイムアウト発生中

正常登録 送信禁止中

２：提供許可 未登録 メッセージ未登録

タイムアウト判定時 タイムアウト発生中

正常登録 正常送信中

(2) 車載通信機との通信機能

車載通信機へ路車間通信情報が送信できること。情報交換内容及び通信手順は、

「ＩＴＳ無線路側機 通信アプリケーション共通規格 東京臨海部実証実験版」

「ＩＴＳ無線路側機 ＰＴＰＳ用路車間通信アプリケーション規格」

によること。

ア 送信周期

路車間通信情報の送信周期は、メッセージ情報毎に設定されている送信周期で送

信すること。

(3) バス通過判定機能

車載機からＰＴＰＳ優先要求情報メッセージを受信し、「ＩＴＳ ＦＯＲＵＭ Ｒ

Ｃ－０１３」で規定された車両状態情報に含まれる方位角、位置情報に含まれる緯度、

経度等からバス通過判定地点の通過を判定した場合、受信したＰＴＰＳ優先要求情報

メッセージを中央装置にただちに転送できること。

バス通過判定地点は、８以上設定できること。

(4) 信号制御機へのバス感知信号の出力

バス通過判定地点の通過を判定し、かつＰＴＰＳ優先要求情報メッセージの内容か

らバス優先が必要な場合（優先要求が”優先要求あり”で、かつ運行状態が”営業中

”の場合）、バス通過判定地点に対応する回線にバス感知信号をただちに出力するこ

と。複数のバス優先判定地点のバス感知信号を１つの回線に対応づけられること。

バス感知信号は「Ｐ１形インタフェース規格」とし、パルス幅400ミリ秒±10％の

感知信号をバス通過判定地点の通過後300ミリ秒以内に出力すること。

8.2.3 路路間通信機能

路路間通信機能として、送受信部で受信した、端末装置のアプリケーションデータを

700ＭＨz帯無線の信号に変換し、無線送受信部から送信できること。また、無線送受信

部で受信した700ＭＨz帯無線の信号をＳ９形インタフェースに変換し、送受信部からＳ

９形インタフェース区間へアプリケーションデータとして送信できること。また、本装

置を中継伝送用として使用する場合は、無線送受信部で受信した700ＭＨz帯無線の信号

を再度700ＭＨz帯無線の信号に変換し、送信が行えること。なお、各端末装置との情報

交換内容及び通信手順は、「Ｓ９形インタフェース規格」及び「ＵＤ形トランスポート

規格」によること。
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(1) 他装置との通信機能

他の装置間の通信を、700ＭＨz帯無線を用いて転送・中継を行う場合、本装置と直

接接続する他装置との通信手順は、以下の通りとする。

「Ｓ９形インタフェース規格」

また、本装置間の無線通信における通信手順は、以下の通りとする。

「ＩＴＳ無線路側機 通信アプリケーション共通規格」

(2) 路路間転送情報の生成機能

本装置は、本装置内に付与された基地局ＩＤ（送信元ＩＤ、宛先ＩＤ、生成元Ｉ

Ｄ）を用いて、路路間転送情報を送受信及び中継伝送がおこなえること。

ア 本装置は、内部に保有する宛先ＩＰアドレスと基地局ＩＤとの対応関係を示す経

路テーブルを有すること。

イ 経路テーブルを参照して、宛先ＩＰアドレスに対応する基地局ＩＤを無線パケッ

トの宛先基地局ＩＤとして設定し、無線パケットを送信すること。

ウ 無線パケットの送信を行う場合は、送信元基地局ＩＤに、無線パケットを送信す

る本装置の基地局ＩＤを設定すること。

(3) 路路間転送機能

本装置は、転送すべき路路間転送情報に含まれる基地局ＩＤを基に構成した経路テ

ーブルを参照して、宛先基地局ＩＤの本装置に到達するまで、情報を転送すること。

(4) 路路間転送実行判定機能

路路間転送情報を受信した本装置は、路路間転送情報に含まれる宛先基地局ＩＤと

経路テーブルを参照して、路路間転送情報を転送するか否かを判定すること。

転送をおこなう場合は、送信元基地局ＩＤに送信元となる本装置の基地局ＩＤを設

定して送信すること。

(5) 路路間転送情報の飛び越し防止機能

本装置は、受信した路路間転送情報に含まれる送信元基地局ＩＤを確認し、その送

信元基地局ＩＤが予め設定された基地局ＩＤでない場合は、その情報を破棄すること。

(6) 路路間転送情報の反復防止機能

本装置は、受信した路路間転送情報の送信元、宛先、生成元の基地局ＩＤを確認し、

経路テーブルにある経路でない情報である場合には、その情報を破棄すること。

(7) ＩＰ通信機能

本装置は、受信した路路間転送情報の宛先基地局ＩＤに自らの基地局ＩＤが設定さ

れている場合、受信した路路間転送情報からＩＰパケットを抽出すること。抽出した

データの宛先ＩＰアドレスが、自らのＩＰアドレスである場合には、当該装置がＩＰ

パケットを処理すること。

(8) 端末装置への転送機能

抽出したデータの宛先ＩＰアドレスが、自らに接続されている信号制御機等の他の

端末装置のＩＰアドレスである場合には、その端末装置へＳ９形インタフェースにて

ＩＰパケットを送信すること。
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8.3 性能

本装置の電気的諸元を以下に示す。

8.3.1 本装置の電気的諸元

特に指定の無い場合は、「ＡＲＩＢ ＳＴＤ－Ｔ１０９」及び「ＩＴＳ ＦＯＲＵＭ

ＲＣ－０１０」に準拠すること。主な諸元を表8.3に示す。

表8.4 主な諸元

項目 諸元

使用周波数帯 755.5ＭＨzを超え、764.5ＭＨz以下であること。

中心周波数は760ＭＨzであること。

誤り訂正 畳み込み FEC Ｒ＝1/2、3/4

変調 BPSK/OFDM、QPSK/OFDM、16QAM/OFDM

空中線電力 任意の1ＭＨzの帯域幅における平均電力が10mＷ以下であるこ

と。許容偏差は、上限20％、下限50％であること。

周波数の許容偏差 20×10-6であること。

8.3.2 路車間通信における情報の提供遅延時間

本装置が、ＤＳＳＳ用路側センサ、交通信号制御機等、他装置から情報を受信してか

ら、車載通信機に提供を開始するまでの遅延時間は、無線通信におけるスロット同期待

ち時間を除き、200ミリ秒以下とすること。

なお、車載通信機が情報を受信するまでの遅延時間は、最大で、メッセージ情報毎の

送信周期（随時送信メッセージの場合、無線送信周期100ミリ秒）を加えた時間となる。

8.3.3 路路間通信における情報の伝送遅延時間

本装置が、Ｓ９形インタフェース区間よりアプリケーションデータを受信してから、

その情報を700ＭＨz帯無線を用いて情報転送し、他の本装置がそのアプリケーションデ

ータを受信して、Ｓ９形インタフェース区間へアプリケーションデータを送信するまで

の遅延時間は、中継伝送を行った場合を含めて、1895ミリ秒以下とすること。

9. 引用資料

本仕様書で引用している資料の一覧を表9.1に示す。また、本仕様書に関連する仕様

書及び規格の引用系統を図9.1に示す。
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表9.1 引用資料一覧（１／３）

引 用 資 料 適用 引用資料の

区分 名 称 分類番号 発行元

仕 警察交通安全施設端末 警交仕規 警察交通安全施設に使用 警察庁

様 装置 共通仕様書 第1001号 される各種の屋外に設置

書 する装置仕様のうち、共

通事項について規定

規 安全運転支援システム B1-U-008-*-0 6項に適用し、ＤＳＳＳ 一般社団法人

格 （ＤＳＳＳレベルⅡ） の対象システムについて ＵＴＭＳ協会

システム定義書－電波 規定

システム編－

Ｐ１形インタフェース B3-A-011-*-0 7項に適用し、バス感知 一般社団法人

規格 信号（Ｐ１形回線）の出 ＵＴＭＳ協会

力条件について規定

Ｓ９形インタフェース B3-A-082-*-0 7項に適用し、端末回線 一般社団法人

規格 （Ｓ９形回線）の接続条 ＵＴＭＳ協会

件について規定

Ｓ10形インタフェース B3-U-002-*-0 7項に適用し、端末回線 一般社団法人

規格 （Ｓ10形回線）の接続条 ＵＴＭＳ協会

件について規定

Ｐ10形インタフェース B3-A-01A-*-0 7項に適用し、灯色信号 一般社団法人

規格 （Ｐ10形回線）の入力条 ＵＴＭＳ協会

件について規定

Ｐ11形インタフェース B3-U-007-*-0 7項に適用し、灯色信号 一般社団法人

規格 （Ｐ11形回線）の入力条 ＵＴＭＳ協会

件について規定

ＩＴＳ無線路側機 Ｄ 8.1項及び8.2項に適用 一般社団法人

ＡＴＥＸ－ＡＳＮメッ し、各アプリケーション ＵＴＭＳ協会

セージ共通規格 東京 に共通する中央装置との

臨海部実証実験版 の通信について規定

ＩＴＳ無線路側機 Ｄ 8.2項に適用し、ＤＳＳ 一般社団法人

ＳＳＳ及び自動走行シ Ｓに関する中央装置との ＵＴＭＳ協会

ステム用ＤＡＴＥＸ－ 通信について規定

ＡＳＮメッセージ規格

東京臨海部実証実験版

ＩＴＳ無線路側機 Ｐ 8.1項に適用し、ＰＴＰ 一般社団法人

ＴＰＳ用ＤＡＴＥＸ－ Ｓに関する中央装置との ＵＴＭＳ協会

ＡＳＮメッセージ規格 通信について規定



- 21 -

表9.1 引用資料一覧（２／３）

引 用 資 料 適用 引用資料の

区分 名 称 分類番号 発行元

ＩＴＳ無線路側機 通 8.1項及び8.2項に適用 一般社団法人

信アプリケーション共 し、各アプリケーション ＵＴＭＳ協会

通規格 東京臨海部実証 に共通する無線通信（デ

実験版 ータ内容）について規定

規 ＩＴＳ無線路側機 Ｄ 8.2項に適用し、ＤＳＳ 一般社団法人

格 ＳＳＳ及び自動走行シ Ｓ対応車載通信機との無 ＵＴＭＳ協会

ステム用 路車間通信 線通信（データ内容）に

アプリケーション規格 ついて規定

東京臨海部実証実験版

ＩＴＳ無線路側機 Ｐ 8.1項に適用し、ＰＴＰ 一般社団法人

ＴＰＳ用 路車間通信 Ｓ対応車載通信機との無 ＵＴＭＳ協会

アプリケーション規格 線通信（データ内容）に

ついて規定

ＤＡＴＥＸ－ＡＳＮ通 B3-A-087-*-0 8.1項及び8.2項に適用 一般社団法人

信アプリケーション規 し、ＵＤ形伝送での通信 ＵＴＭＳ協会

格 における、アプリケーシ

ョン層について規定

ＵＤ形トランスポート B3-A-085-*-0 8.1項及び8.2項に適用 一般社団法人

規格 し、ＵＤ形伝送での通信 ＵＴＭＳ協会

において、ネットワーク

層からトランスポート層

までを規定

路車協調型ＤＳＳＳ用 B5-U-001-*-0 8.2項に適用し、交通信 一般社団法人

交通信号制御機 通信ア 号制御機との通信（デー ＵＴＭＳ協会

プリケーション規格 タ内容）について規定

路車協調型電波ＤＳＳ B4-U-036-*-0 8.2項に適用し、ＤＳＳ 一般社団法人

Ｓ用車両用感知器 通 Ｓ用車両用感知器との通 ＵＴＭＳ協会

信アプリケーション規 信（データ内容）につい

格 て規定

路車協調型電波ＤＳＳ B4-U-037-*-0 8.2項に適用し、ＤＳＳ 一般社団法人

Ｓ用歩行者用感知器通 Ｓ用歩行者用感知器との ＵＴＭＳ協会

信アプリケーション規 通信（データ内容）につ

格 いて規定
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表9.1 引用資料一覧（３／３）

引 用 資 料 適用 引用資料の

区分 名 称 分類番号 発行元

ＩＴＳ無線路側機 緊 B4-U-013-*-0 8.1項に適用し、緊急車 一般社団法人

急車接近情報中継用Ｄ 両情報提供に関する中央 ＵＴＭＳ協会

ＡＴＥＸ－ＡＳＮメッ 装置との通信について規

セージ規格 定

ＩＴＳ無線路側機 緊 B4-U-012-*-0 8.1項に適用し、緊急車 一般社団法人

急車接近情報中継用路 両情報提供に関する車載 ＵＴＭＳ協会

車間通信アプリケーシ 通信機との通信（データ

ョン規格 内容）について規定

規 700ＭＨz帯高度道路交 ARIB STD-T109 5.3項、8.1項及び8.3項 一般社団法人

格 通システム標準規格 *版 に適用し、車載通信機と 電波産業会

の通信（通信制御、通信

機能／性能）について

700ＭＨz帯高度道路交 ITS FORUM 5.3項、8.1項及び8.3項 ITS情報通信

通システム拡張機能ガ RC-010 *版 に適用し、車載通信機と システム

イドライン の通信（通信制御、通信 推進会議

機能／性能）について規

定

700ＭＨz帯高度道路交 ITS-FORUM 8.1項に適用し、車車間 ITS情報通信

通システム実験用車車 RC-013 *版 通信のデータフォーマッ システム

間通信メッセージガイ トについて規定 推進会議

ドライン

700ＭＨz帯安全運転支 *版 8.1項に適用し、路車間 総務省

援システム構築のため 通信及び路路間通信のセ

のセキュリティガイド キュリティについて規定

ライン

備考 規格欄に記載されている一般社団法人 ＵＴＭＳ協会の規格の＊は版番号を表す。

また、規格欄に記載されている一般社団法人 電波産業会の規格、ＩＴＳ情報通

信システム推進会議のガイドラインの＊版は、最新版を表す。
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ＩＴＳ無線路側機 仕様書

警察交通安全施設雷サージ規格

警察交通安全施設静電気規格

警察交通安全施設端末装置 共通仕様書

安全運転支援システム（ＤＳＳＳレベルⅡ）

システム定義書－電波システム編－

Ｓ９形インターフェース規格

ＩＴＳ無線路側機

ＤＳＳＳ及び自動走行システム用路車間通信アプリケー

ション規格 東京臨海部実証実験版

Ｐ11形インターフェース規格

ＩＴＳ無線路側機 通信アプリケーション共通規格 東京臨

海部実証実験版

ＤＡＴＥＸ－ＡＳＮ通信アプリケーション規格

ＵＤ形トランスポート規格

ＩＴＳ無線路側機

ＤＡＴＥＸ－ＡＳＮメッセージ共通規格 東京臨海部実

証実験版

ＩＴＳ無線路側機

ＤＳＳＳ及び自動走行システム用ＤＡＴＥＸ－ＡＳＮ

メッセージ規格 東京臨海部実証実験版

Ｓ10形インターフェース規格

Ｐ10形インターフェース規格

Ｐ１形インターフェース規格

ＩＴＳ無線路側機

ＰＴＰＳ用ＤＡＴＥＸ－ＡＳＮメッセージ規格

ＩＴＳ無線路側機

ＰＴＰＳ用路車間通信アプリケーション規格
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700ＭＨz帯高度道路交通システム標準規格

（ARIB STD-T109）

700ＭＨz帯高度道路交通システム拡張機能ガイドライン

（ITS FORUM RC-010）

路車協調型ＤＳＳＳ用交通信号制御機

通信アプリケーション規格

路車協調型電波ＤＳＳＳ用車両用感知器

通信アプリケーション規格

700ＭＨz帯高度道路交通システム実験用車車間通信

メッセージガイドライン（ITS FORUM RC-013）

路車協調型電波ＤＳＳＳ用歩行者用感知器

通信アプリケーション規格

ＩＴＳ無線路側機 緊急車接近情報中継用

ＤＡＴＥＸ－ＡＳＮメッセージ規格

700ＭＨz帯安全運転支援システム構築のための

セキュリティガイドライン

ＩＴＳ無線路側機 緊急車接近情報中継用

路車間通信アプリケーション規格
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別添３
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2019年３月
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1. 適用範囲

1.1 適用範囲

本仕様書は、交通信号制御機（以下「本装置」という。）に適用する。

本装置と他の機器との関係を図1.1に示す。

又は

備考1. 破線は、拡張機能実装時を示す。

2. 本装置が灯器駆動部分離方式の子機の場合、中央装置、

ＩＴＳ無線路側機及び情報中継・判定装置は接続されない。

図1.1 本装置の位置付け

1.2 制定の趣旨及び経緯

「交通信号制御機 仕様書」において、「自動運転の実現に向けた信号情報提供技術等

の高度化に係る調査」結果に基づき、追加される機能について記載した。

2. 仕様書名称

本仕様書の名称は、以下のとおりとする。

「交通信号制御機 仕様書」

3. 用語の定義

本仕様書で用いる主な用語の定義は、次のとおりとする。

(1) コンソール

本装置のコンソールは、パーソナルコンピュータに専用ソフトウェアを実装して、各種

信号制御パラメータの設定・表示等を行うためのものをいう。

(2) 閃光色

閃光色とは、閃光させる車両灯器の表示色をいう。

(3) 集中制御

中央装置と回線で接続される交通信号制御機で、中央装置の指令に基づいて信号表示す

る制御又は中央装置と回線で接続されない交通信号制御機で、端末回線等で接続された隣

接の交通信号制御機との情報の送受信に基づいて信号表示する制御をいう。本仕様書では

制御方式の種類の一つとして定義し、地点制御、押ボタン制御と区別して動作や機能等を

中央装置

本装置

車両感知器等 交通信号灯器等

情報中継・判定装置

隣接の交通信号制御機

ＩＴＳ無線路側機
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規定している。

(4) 地点制御

中央装置と回線で接続されない交通信号制御機で信号表示する制御をいう。本仕様書で

は制御方式の種類の一つとして定義し、集中制御、押ボタン制御と区別して動作や機能等

を規定している。

(5) 押ボタン制御

単路における歩行者の横断要求を入力し、通行権を与えることに特化して信号表示する

制御をいう。本仕様書では制御方式の種類の一つとして定義し、集中制御、地点制御と区

別して動作や機能等を規定している。

(6) 中央装置

交通管制センターに設置する上位装置、下位装置等の総称をいう。

(7) 単独交差点制御

本仕様書に規定される機器において、一つの交差点を制御する方式をいう。

集中制御、地点制御、押ボタン制御の「制御」とは区別される。

(8) 複数交差点制御

本仕様書に規定される機器において、複数の交差点を同時に制御する方式をいう。この

制御には灯器駆動部一体方式と灯器駆動部分離方式があり、灯器駆動部一体方式の場合は

最大２交差点、灯器駆動部分離方式の場合は最大３交差点を同時に制御することが可能で

ある。

集中制御、地点制御、押ボタン制御の「制御」とは区別される。

(9) 灯器駆動部一体方式

複数交差点制御の制御方式の一つであり、子交差点に子機を設けず、親機の灯器駆動部

を使用して、子交差点の灯器を点灯／消灯させる方式である。

灯器駆動部一体方式の機能ブロック図を付図１に示す。

(10) 灯器駆動部分離方式

複数交差点制御の制御方式の一つであり、親交差点に設けた親機と子交差点に設けた灯

器駆動部を持つ子機との間を有線による通信で接続し、親機から子機に対して信号灯器の

点灯タイミングを指令して制御する方式である。

灯器駆動部分離方式の親機の機能ブロック図を付図２に、子機の機能ブロック図を付図

３に示す。

(11) 子機制御

複数交差点制御における灯器駆動部分離方式の子機は、親機からの信号制御指令に従っ

て動作するため、子機自身として集中制御か地点制御かの認識を持っていない。本仕様書

では、親機の制御方式に委ねられた子機の制御状態を、便宜上、子機制御と称している。

(12) 子交差点用手動操作部

灯器駆動部一体方式において、子交差点に設置する手動操作箱をいう。

(13) 子機リモート動作

灯器駆動部分離方式における子機の動作であり、親機との通信が正常な状態で、親機か

らの指令に従って信号灯器の点灯タイミングを切り替える動作をいう。

(14) 子機継続動作
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灯器駆動部分離方式における子機の動作であり、親機との通信が途絶えた場合、直前の

サイクルの動作を１サイクル継続する動作をいう。

4. 一般事項

本仕様書に適用される仕様書は、以下のとおりとする。

「警察交通安全施設端末装置 共通仕様書」

5. 設計条件

5.1 一般条件

5.1.1 交通信号機灯器出力

接続する交通信号灯器の灯火を、決められた順序で点灯及び滅灯できること。

(1) 表示順

ア ３色灯器は、青→黄→赤の順序で繰り返し表示すること。

イ 単色灯器及び矢印灯器は、滅灯→点灯の順序で繰り返し表示すること。

ウ 歩行者用交通信号灯器は、青→青点滅→赤の順序で繰り返し表示すること。

(2) 閃光時

ア 閃光は、車両用交通信号灯器、歩行者用交通信号灯器をすべて滅灯し、車両用黄色灯

火又は車両用赤色灯火を指定により点滅すること。

なお、交錯する交通流の両方に対して黄色灯火の点滅の指定は、ないものとする。

イ 閃光の終了時は、全灯器に対し約５秒間赤を表示（初期全赤）した後、第１階梯から

の表示を開始すること。

(3) 電源投入時

主電源投入時又は復電時には、閃光切替器が「入」のときを除き、全灯器に対し約５秒

間赤を表示した後、第１階梯からの表示を開始すること。

5.1.2 動作の変更

動作の変更時は、次の条件を満たすこと。

(1) 電源を切ることなく安全にできること。

(2) 閃光を除き表示順を継続すること。

5.1.3 時計

時計回路を内蔵する場合は、以下のように動作すること。

停電時にも計時することができる仕組みを設けること。

サマータイム制度の導入・廃止及びサマータイム期間の開始日時・終了日時の設定が簡易

に設定できる仕組みを設けること。

5.1.4 保安動作用時限表

保安動作用時限表は、電源を切っても保持されること。

5.1.5 コンソールの接続

(1) コンソールを接続する場合は、実行中の動作及び機能に影響を与えることなく容易に

行えること。

(2) コンソールとの通信プロトコルは、「Ｓ８形インタフェース規格」によること。
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5.1.6 保守性

(1) 灯器を滅灯した状態で灯器の駆動状態を確認できること。

(2) コンソールを接続する場合は、コンソールにより、Ｇ－Ｇになるべき内容が確認でき

ること。

5.2 異常監視

異常の監視機能を設け、障害時には安全側に動作すること。

5.2.1 最長監視時間（保安動作のある機器）

遠隔動作中、多段動作中、子機リモート動作中及び子機継続動作中で最長監視時間に

達した場合は、１階梯歩進し、保安動作に移行すること。ただし、階梯保持中、リコー

ル機能等で特に指定する場合を除く。

5.2.2 最短監視時間

手動動作を除き、最短監視時間に達するまでは、階梯を保持すること。

5.2.3 タイマ異常

(1) 保安動作で最長監視時間に達したとき又は保安動作の無い機器においては動作中に

最長監視時間に達したとき、タイマ異常とすること。

(2) タイマ異常のとき、青信号を完全に滅灯した後に異常閃光を開始すること。

(3) 異常の原因が解消したときは、復帰ボタンを押すことで、異常閃光を終了すること。

(4) 灯器駆動部一体方式においてタイマ異常となった場合は、親交差点及び子交差点の

青信号を完全に滅灯した後、両交差点とも異常閃光を行うこと。

5.2.4 Ｇ－Ｇ異常

(1) 交錯する交通流に、青信号を同時に表示する異常を検出したときは、Ｇ－Ｇ異常と

すること。

(2) Ｇ－Ｇ異常のときは、青信号を完全に滅灯した後に異常閃光を開始すること。

(3) 異常の原因が解消したときは、復帰ボタンを押すことで、異常閃光を終了すること。

(4) 灯器駆動部一体方式においてＧ－Ｇ異常となった場合は、親交差点及び子交差点の

青信号を完全に滅灯した後、両交差点とも異常閃光を行うこと。

5.2.5 ＭＰＵ異常（マイクロプロセッサを使用している機器）

(1) 信号制御用マイクロプロセッサの異常を検出したときは、ＭＰＵ異常とすること。

(2) ＭＰＵ異常のときは、保安動作へ移行すること。

(3) 異常の原因が解消したときは、復帰ボタンを押すことでＭＰＵ異常を解除すること。

(4) ＭＰＵ異常から復旧したときは、保安動作を最終階梯まで継続するものとする。

5.2.6 時計異常

時計回路を内蔵する制御機は、時計が停止したとき又は時計データの異常を検出した時は、

保安動作に移行すること。

5.3 電気的条件

5.3.1 停電

時計回路は、十分な通電状態の後、12時間以内の停電に対して正常に動作すること。

5.3.2 灯器出力

(1) 灯器出力として、車両用交通信号灯器又は歩行者用交通信号灯器を指定数接続できる

4



こと。

(2) 上記の負荷を接続した状態で、次の条件により動作させても異常を生じないこと。

ア １秒周期で0.5秒ごとに点灯、滅灯の繰り返し

イ 連続して点灯

ウ 0.5秒周期で0.25秒ごとに点灯、滅灯の繰り返し

5.3.3 灯器電源開閉器

灯器電源開閉器を設け、灯器電源を他の回路と関係なく独立して開閉できること。

6. 構成及び構造

6.1 構成

6.1.1 構成品

本装置の構成品は下記のとおりとする。

(1) 制御機基本部一式

(2) 手動操作用押ボタン一式

(3) 子交差点用手動操作部（灯器駆動部一体方式の場合）
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6.1.2 指定項目

発注時の指定項目を表6.1に示す。

表6.1 指定項目

項目 指定内容

形態 単独交差点制御 複数交差点制御

構成 － 灯器駆動部 灯器駆動部分離方式

一体方式 親機 子機

親交差点の 集中 地 押 集中 地 集中 地点 子機

制御方式 点 ボ 点

タ

ン

子交差点１の － － － 集中 地 集中 地点 －

制御方式 又は地点 点 又は地点

子交差点２の － － － － － 集中 － 地 － －

制御方式 又は地点 点

送受信部等の種類 Ｕ形(U-T － － ＵＤ形 － ＵＤ形 － －

TR)、Ｕ (UD-TTR) (UD-TTR)

Ｄ形(UD-

TTR)又は

Ｓ９形(S

9-TCU)

灯器との P10形ｲﾝﾀﾌｪｰｽ規格 P11形ｲﾝﾀﾌｪｰｽ規格

接続ｲﾝﾀﾌｪｰｽ 又は

P11形ｲﾝﾀﾌｪｰｽ規格

灯器出力数 12、18、24 ６ 12、18、24 12、18 12

又は36 又は36 又は24 又は14

階梯数 16又は24 ８ 16又は24

車両感知器等の ８又は16 － ８又は16 ８

感応用受信回路数

押ﾎﾞﾀﾝ等の ４ １ ４ ２

ﾘｺｰﾙ用受信回路数

現示方法 現示の出し方（信号表示の組合わせ方法）

保安動作用 保安動作時の各階梯の設定秒数（１）

設定時間

閃光色 閃光時における各現示の閃光色（黄又は赤）

電源周波数 50Hz又は60Hz

制御機の設置方法 自立式、電柱抱き込み式等

拡張機能 拡張機能の種類

注（１） 押ボタン制御の場合は、定周期動作時の各階梯の設定秒数

備考1. 灯器出力数は、ユニット追加等により拡張可能な最大の灯器出力数を指定する。

2. 灯器駆動部一体方式の灯器出力数は、親交差点と子交差点の合計の出力数である。

3. 階梯数は、現示方法指定時に対応可能な最大の階梯数を指定する。

4. 車両感知器等の感応用受信回路数は、拡張機能による指定がある場合。

5. 押ボタン等のリコール用受信回路数は、拡張機能による指定がある場合。

6. 灯器駆動部一体方式では、子交差点の電源周波数及び制御機の設置方法の指定は不

要。
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6.2 構造

6.2.1 表示部

(1) 表示部には閃光切替器、復帰ボタン、表示灯を設けること。

(2) 表示部の表示灯により、動作状態（遠隔動作、多段動作）及び異常状態（タイマ異常、

Ｇ－Ｇ異常、ＭＰＵ異常）の監視ができること。ただし、灯器駆動部分離方式の子機は、

ＭＰＵ異常の監視を除く。

(3) 灯器駆動部一体方式の場合、動作状態（遠隔動作、多段動作）及び異常状態の監視は、

親交差点と子交差点の両方の監視ができること。

(4) 灯器駆動部分離方式の子機には、親機からの子機制御指令に基づく動作状態（遠隔動

作、多段動作）の表示灯を設けること。

6.2.2 手動操作部

(1) 手動操作部には動作切替器、手動操作用押ボタンを設けること。

なお、構造は付図４を参考とすること。

(2) 手動操作用押ボタンは、片手で容易に操作できる構造とすること。

(3) 手動操作用押ボタンと手動操作部との接続は、1.5ｍ以上伸長できるコードを介して行

い、容易に出し入れ可能な構造とすること。

(4) 灯器駆動部一体方式の場合、親交差点の手動動作を行う手動操作部とは別に子交差点

用手動操作部を設け、手動動作への切り替え及び手動操作用押ボタンの操作は、交差点

ごとに可能な構造とすること。

(5) 子交差点用手動操作部には動作切替器、手動操作用押ボタン及び閃光切替器を設ける

こと。構造は付図５を参考とすること。

7. インタフェース

7.1 入出力端子

入出力端子の信号名称は、付表１のとおりであること。

7.2 接続規格

以下の規格に適合した装置の接続が可能であること。

(1) 「Ｐ１形インタフェース規格」

(2) 「Ｐ２形インタフェース規格」

(3) 「Ｐ４形インタフェース規格」

(4) 「Ｐ６形インタフェース規格」

(5) 「Ｐ７形インタフェース規格」

(6) 「Ｐ10形インタフェース規格」

(7) 「Ｐ11形インタフェース規格」

(8) 「Ｓ６形インタフェース規格」

(9) 「Ｓ８形インタフェース規格」

(10) 「Ｓ９形インタフェース規格」

(11) 「Ｓ10形インタフェース規格」

(12) 「Ｕ形インタフェース規格」

(13) 「ＵＤ形インタフェース規格」
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8. 基本機能

指定された制御方式に応じた制御ができること。

なお、制御方式ごとの動作の種類を表8.1に示す。

ただし、２つ以上の動作が競合する場合は、表8.1で左側に記述された動作を優先とする

こと。

表8.1 動作の種類

制御の種類 動作の種類

押ボタン制御 異常閃光 手動閃光 手動動作 － － 押ボタン 定周期

動作 動作

地点制御 異常閃光 手動閃光 手動動作 － 多段動作 － 保安動作

集中制御 異常閃光 手動閃光 手動動作 遠隔動作 単独動作 － 保安動作

子機制御 異常閃光 手動閃光 手動動作 子機リモート 子機継続 － 保安動作

動作 動作

8.1 遷移

閃光切替器と動作切替器の設定位置、時限表の設定内容、中央装置からの制御指令信号、

車両感知器からの感知パルス信号及び制御機の状態により、動作を選択すること。

なお、集中制御（*1）、地点制御（*2）、押ボタン制御（*3）の基本的な動作の流れ（遷

移）を図8.1に、灯器駆動部分離方式の子機の基本的な動作の流れ（遷移）を図8.2に、灯器

駆動部分離方式の親機が子機を制御する基本的な動作の流れ（遷移）を図8.3に示す。
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注 ( 1 ) 遠隔動作、単独動作、多段動作又は押ボタン動作が可能な場合は除く｡

注 ( 2 ) 灯器駆動部一体方式の場合、親／子交差点のいずれかが異常の場合は、両交差点と

も異常閃光動作へ遷移する。

図8.1 基本的状態遷移図

遠隔動作*1

「 手 動 」

Ｇ－Ｇ異常
( 2 )

閃 光 切 替 器 「 入 」

遠隔動作可 遠隔動作不可

単独動作*1

多段動作*2「手動」

Ｇ－Ｇ異常
( 2 )

閃 光 切 替 器 「 入 」

単独動作

又は

多段 動作 不可

単独動作

又は

多段動作可

押ボタン

動作*3「 手 動 」

閃 光 切 替 器 「 入 」

定周期「切」 定周期「入」

保安動作*1,*2

定周期動作 *3「 手 動 」

Ｇ－Ｇ異常
( 2 )

又は

タイマ異常
( 2 )

手動動作

*1,*2,*3

「自動」

「手動」

Ｇ－Ｇ異常
( 2 )

手動閃光

*1,*2,*3

全赤５秒

*1,*2,*3

閃 光 切 替 器 「 入 」

閃 光 切 替 器 「 切 」

電源投入

*1,*2,*3

異常閃光

*1,*2,*3

閃 光 切 替 器 「 入 」

かつ「復帰」

「復帰」

閃 光 切 替 器 「 入 」

Ｇ－Ｇ異常
( 2 )

又は

タイマ異常
( 2 )

閃光切替器「入」

閃 光 切 替 器 「 入 」

「自動」 (1)

閃 光 切 替 器 「 切 」

ＭＰＵ異常、
時計異常又は
最長監視時間

押ボタン動作可

単独動作

又は

多段動作可

遠隔動作可

ＭＰＵ異常、
時計異常又は
最長監視時間
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注 ( 1 ) 子機リモート動作が可能な場合は除く｡

図8.2 基本的状態遷移図(灯器駆動部分離方式の子機)

子機ﾘﾓｰﾄ

動作
「 手 動 」

最長監視時間Ｇ－Ｇ異常

閃 光 切 替 器 「 入 」

子機ﾘﾓｰﾄ動作可 子 機 ﾘ ﾓ ｰ ﾄ動 作 不 可

子機継続

動作「手動」

Ｇ－Ｇ異常

閃 光 切 替 器 「 入 」

保安動作

「 手 動 」

Ｇ－Ｇ異常

又は

タイマ異常

手動動作

「自動」

「手動」

手動閃光 全赤５秒

閃 光 切 替 器 「 入 」

閃 光 切 替 器 「 切 」

電源投入

異常閃光

閃 光 切 替 器 「 入 」

かつ「復帰」

「復帰」

閃 光 切 替 器 「 入 」

閃光切替器「入」

閃 光 切 替 器 「 入 」

「自動」 (1)

閃 光 切 替 器 「 切 」

最長監視時間

子機ﾘﾓｰﾄ動作可

子機ﾘﾓｰﾄ動作可

子機継続動作

１サイクル経過

Ｇ－Ｇ異常
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注 ( 1 ) ＭＰＵ異常の場合又は子機確認情報を受信できない場合は、子機への指令「不可」

とする。

注 ( 2 ) 遠隔動作、単独動作及び多段動作は、子交差点の動作を示す。

図8.3 基本的状態遷移図（灯器駆動部分離方式の親機）

遠隔動作*1 ( 2 )

遠隔動作可 遠隔動作不可

単独動作*1 ( 2 )

多段動作*2 ( 2 )

ＭＰＵ異常

子機への指令「可」

ＭＰＵ異常

子機への

指令開始
子機への

指令停止

電源投入

子 機 へ の 指 令 「 不 可 」 ( 1 )

単独動作又は多段動作可

遠隔動作可

子機への指令「可」
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8.2 電源投入

主電源投入時又は復電時には、閃光切替器及び動作切替器の設定位置により次のとおり動

作すること。

(1) 閃光切替器が「切」のとき

全灯器に対し約５秒間赤を表示した後、次のとおり動作すること。

ア 動作切替器が「自動」の場合

(ｱ) 集中制御が指定された場合

遠隔動作が可能な場合は遠隔動作を、遠隔動作ができない場合は単独動作を、単独

動作ができない場合は保安動作をそれぞれ第１階梯から開始すること。

(ｲ) 地点制御が指定された場合

多段動作が可能な場合は多段動作を、多段動作ができない場合は保安動作をそれぞ

れ第１階梯から開始すること。

(ｳ) 押ボタン制御が指定された場合

定周期切替器が「切」で押ボタン動作が可能な場合は押ボタン動作を、定周期切替

器が「入」で定周期動作が可能な場合は定周期動作をそれぞれ第１階梯から開始する

こと。

(ｴ) 子機制御の場合

子機リモート動作が可能な場合は子機リモート動作を、子機リモート動作ができな

い場合は保安動作をそれぞれ第１階梯から開始すること。

イ 動作切替器が「手動」の場合

手動動作を第１階梯から開始すること。

(2) 閃光切替器が「入」のとき

直ちに閃光を開始すること。

8.3 異常閃光

交通流に対し事故を生ずるおそれのある表示をしないように、タイマ異常又はＧ－Ｇ異常

の障害を検出した場合には、異常閃光を行うこと。

(1) 異常閃光の開始

Ｇ－Ｇ異常又は保安動作中にタイマ異常を検出した場合には、異常閃光に移行し、閃光

を開始すること。

(2) 異常閃光の終了

Ｇ－Ｇ異常又はタイマ異常の原因が解消した場合には、復帰ボタンを押すことにより、

閃光を終了すること。

8.4 手動閃光

閃光切替器が「入」のときは、手動閃光を行うこと。

(1) 手動閃光の開始

閃光切替器を「切」から「入」にした場合には、異常閃光を除き、直ちに閃光を開始す

ること。

(2) 手動閃光の終了
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閃光切替器を「入」から「切」にした場合には、閃光を終了すること。

8.5 手動動作

動作切替器が「手動」のときは、手動動作を行うこと。

(1) 手動動作の開始

動作切替器を「自動」から「手動」にした場合には、異常閃光及び手動閃光を除き、直

ちに手動動作を開始すること。

(2) 階梯の歩進

手動操作用押ボタンを押すごとに階梯を１つ進めることができること。

(3) 手動動作の終了

手動動作の終了条件と移行タイミングを表8.2と表8.3に示す。

表8.2 手動動作終了条件と移行タイミング（押ボタン制御の場合）

手動動作終了条件 移行先 移行タイミング

動作 閃光切替器を「入」にしたとき 手動閃光 直ちに（発生階梯から）

切替 動作切替器を｢自動｣にしたとき(定周期切替器｢入｣時) 定周期動作 直ちに（階梯を継続）

動作切替器を｢自動｣にしたとき(定周期切替器｢切｣時) 押ボﾀﾝ動作 直ちに（階梯を継続）

異常 Ｇ－Ｇ異常が発生したとき 異常閃光 直ちに（発生階梯から）

監視

表8.3 手動動作終了条件と移行タイミング（地点制御と集中制御の場合）

手動動作終了条件 移行先 移行タイミング

動作 閃光切替器を「入」にしたとき 手動閃光 直ちに（発生階梯から）

切替 動作切替器を「自動」にしたとき 保安動作 直ちに（階梯を継続）

異常 Ｇ－Ｇ異常が発生したとき 異常閃光 直ちに（発生階梯から）

監視

(4) 手動動作終了時の動作（地点制御と集中制御の場合）

手動動作終了時の階梯を継続して保安動作となり、次の第1階梯の立ち上がりから選択

された動作に移行すること。

8.6 多段動作

多段動作は、地点制御の場合に以下の条件で選択した多段動作用時限表の各階 梯の表示

時間に従って、動作すること。

(1) 多段動作の開始

選択したパターンの多段動作用時限表が使用できる場合（多段動作可）は、次の第１階

梯の立ち上がりから多段動作を行うこと。

(2) 動作

ア カレンダー及び特殊日の設定により日種を選択する。
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イ 選択した日種のパターン切替時限表に従った多段動作用時限表を選択する。

なお、パターンの変更はパターン切替時刻直後の第１階梯の立ち上がりからとするこ

と。

ウ 選択したパターンの多段動作用時限表の各階梯の表示時間に従って動作すること。

(3) パターン閃光動作

多段動作中は、指定された時間帯に、パターン閃光動作を実行すること。

なお、実行する時間帯の指定は動作切替時限表の設定によること。

(4) 多段動作の終了条件

多段動作の終了条件と移行タイミングを表8.4に示す。

なお、多段動作を終了するまでは、実行中の多段動作用時限表により動作すること。

表8.4 多段動作の終了条件と移行タイミング

多段動作終了条件 移行先 移行タイミング

動作 閃光切替器を「入」にしたとき 手動閃光 直ちに（発生階梯から）

切替 動作切替器を「手動」にしたとき 手動動作 直ちに（階梯を継続）

設定 「日種」が決定できないとき（１） 保安動作 直ちに（階梯を継続）

「パターン」が決定できないとき（１） 保安動作 直ちに（階梯を継続）

「多段動作用時限表」が 保安動作 直ちに（階梯を継続）

使用できないとき（１）

異常 時計異常が発生したとき 保安動作 第１階梯の立ち上がり

監視 最長監視時間に達したとき 保安動作 直ちに（１階梯進む）

ＭＰＵ異常が発生したとき 保安動作 直ちに（階梯を継続）

Ｇ－Ｇ異常が発生したとき 異常閃光 直ちに（発生階梯から）

注 ( 1 ) 多段動作不可

8.7 保安動作

(1) 保安動作の開始

下記の条件で保安動作を実行すること。

ア 遠隔動作及び単独動作又は多段動作のいずれの動作も実行できないとき。

イ 遠隔動作中及び単独動作中又は多段動作中に計時値が最長監視時間に達したとき。

ウ 灯器駆動部分離方式の子機の場合、子機リモート動作及び子機継続動作のいずれの

動作も実行できないとき。

エ 灯器駆動部分離方式の子機の場合、子機継続動作が１サイクル終了したとき。

オ ＭＰＵ異常を検出したとき。

カ 手動動作を終了したとき。

(2) 動作

保安動作中は、保安動作用時限表により動作すること。

(3) 保安動作の終了条件

保安動作の終了条件と移行タイミングを表8.5に示す。
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表8.5 保安動作の終了条件と移行タイミング

保安動作終了条件 移行先 移行タイミング

動作 閃光切替器を「入」にしたとき 手動閃光 直ちに（発生階梯から）

切替 動作切替器を「手動」にしたとき 手動動作 直ちに（発生階梯から）

中央から「遠隔指令」が指令されたとき 遠隔動作 第１階梯の立ち上がり

単独動作又は多段動作が可能になったとき 単独動作又は 第１階梯の立ち上がり

多段動作

異常 タイマ異常が発生したとき 異常閃光 直ちに（発生階梯から）

監視 Ｇ－Ｇ異常が発生したとき 異常閃光 直ちに（発生階梯から）

8.8 遠隔動作

遠隔動作は、中央装置からの信号制御指令で遠隔が指令された場合に中央指令による動作

を以下のように行うこと。

中央指令による動作において、中央装置から不定期（最大５分）に送られる信号制御指令

には、サイクル長、スプリット基準値、スプリット変動値、オフセット等の情報が含まれて

いる。

(1) 遠隔動作の開始

中央装置から信号制御指令により遠隔を指令された場合（遠隔動作可）には、指令受信

後の第１階梯の立ち上がりから遠隔動作を行うこと。

(2) 動作

中央装置から送られる「サイクル長」、「スプリット基準値」、「オフセット」等の指令

情報により、各階梯の表示時間（以下「遠隔動作用時限表」という。）を作成し、これに

従って動作すること。

(3) オフセット追従

信号制御指令でオフセットが指定された場合は、信号制御指令で指定された方法により、

オフセット追従を行うこと。

ア オフセット追従は、遠隔動作に移行したときから行うこと。

イ オフセット追従は、信号制御指令で指定された「オフセット」、「オフセット基準時

刻」及び「サイクル長」を用い、オフセット基準時刻にサイクル長の倍数とオフセット

を加算した時刻が第１階梯の立ち上がりになるように、実行するサイクル長を信号制御指

令で指定された方法により延長又は短縮すること。

ウ サイクル長の変化量は、信号制御指令で指定されたサイクル長の25％以下であること。

(4) 読取指令

信号制御指令の「読取指令」を受信した場合には、信号制御指令で指定された「パター

ン番号」に対応する単独動作用時限表を作成又は更新すること。

ア 作成又は更新する情報は、信号制御指令の現示切替、サイクル長、スプリット基準値、

スプリット変動値及びオフセット値が含まれること。

イ 時計異常の場合は、「読取指令」による単独動作用時限表の作成又は更新を行わない

こと。

(5) 階梯保持
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信号制御指令の「階梯保持」を受信後、「階梯保持用階梯番号」で指定された階梯に達

したとき又は指令受信時に当該階梯を実行しているときは、当該階梯を保持すること。

なお、階梯保持は、階梯保持の解除条件が発生するまで継続し、この間、表示時間の監

視を停止すること。

(6) 階梯保持の解除条件

下記の条件で階梯保持を終了し、該当階梯の表示時間を完了していれば直ちに、完了し

ていなければ計時完了後、次の階梯に歩進すること。

ア 信号制御指令で「遠隔指令」又は「階梯保持」の指令が解除されたとき。

イ 遠隔動作の終了条件が発生したとき。

(7) 遠隔動作の終了条件

遠隔動作の終了条件と移行タイミングを表8.6に示す。

なお、遠隔動作を終了するまでは、実行中の遠隔動作用時限表により動作すること。

表8.6 遠隔動作の終了条件と移行タイミング

遠隔動作終了条件 移行先 移行タイミング

動作 閃光切替器を「入」にしたとき 手動閃光 直ちに（発生階梯から）

切替 動作切替器を「手動」にしたとき 手動動作 直ちに（発生階梯から）

信号 「遠隔指令」が解除されたとき（2） （１） 第１階梯の立ち上がり

制御 10分間受信できなかったとき（2） （１） 第１階梯の立ち上がり

指令 指令情報が２回連続エラーのとき（2） （１） 第１階梯の立ち上がり

異常 時計異常が発生したとき 保安動作 第１階梯の立ち上がり

監視 最長監視時間に達したとき 保安動作 直ちに（１階梯進む）

ＭＰＵ異常が発生したとき 保安動作 直ちに（発生階梯から）

Ｇ－Ｇ異常が発生したとき 異常閃光 直ちに（発生階梯から）

注 ( 1 ) 単独動作用時限表が作成済みの場合は単独動作、単独動作用時限表が作成未了の

場合には、保安動作に移行すること。

注 ( 2 ) 遠隔動作不可

8.9 単独動作

遠隔動作ができない場合で、単独動作用時限表が作成済みのとき（単独動作可）は、以下

の動作を行うこと。ただし、単独動作用時限表が作成未了の場合（単独動作不可）には、保

安動作に移行すること。

(1) 単独動作の開始

次の条件で単独動作を実行すること。

ア 遠隔動作が終了したとき。

イ 手動動作を終了したとき。

ウ 保安動作を終了したとき。

(2) 動作

単独動作用時限表が作成済みの場合は、当該時刻に対応した単独動作用時限表の「サイ

クル長」「スプリット基準値」及び「オフセット」により各階梯の表示時間を作成し、こ
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れに従って動作すること。

(3) オフセット追従

当該時刻に対応した単独動作用時限表でオフセット指定がある場合は、オフセット追従

を行うこと。

ア オフセット追従は、単独動作に移行したときから行うこと。

イ オフセット追従は、追従開始時点から４サイクル以内で完了すること。

ウ オフセット追従は、当該単独動作用時限表の開始時刻（以下「パターン切替時刻」と

いう。）、「サイクル長」及び「オフセット」を用い、パターン切替時刻にサイクル長の

倍数とオフセットを加算した時刻が第１階梯の立ち上がりになるように、実行するサイ

クル長を延長又は短縮すること。

エ サイクル長の変化量は、信号制御指令で指定されたサイクル長の25％以下であること。

(4) 単独動作用時限表

単独動作用時限表は、パターン時限表とパターン切替時限表で構成すること。

ア パターン時限表

パターン時限表はパターン番号ごとに、「ステータス」、「サイクル長」、「スプリット

基準値」、「スプリット変動値」及び「オフセット値」で構成すること。

イ パターン切替時限表

パターン切替時限表は、パターン番号とパターン切替時刻で構成すること。

なお、切替時刻は分単位で登録できること。

(5) パターン時限表の選択

パターン時限表の選択は、当該日種のパターン切替時限表で行い、第１階梯から使用す

ること。

なお、当該時刻に対応したパターン番号で指定されるパターン時限表が作成済みの場合

は、このパターン時限表を使用すること。

(6) 保安動作から移行時

保安動作から単独動作に移行したサイクルは、移行後直ちに選択されたパターンで動作

すること。

(7) 単独動作の終了条件

単独動作の終了条件と移行タイミングを表8.7に示す。

なお、単独動作を終了するまでは、実行中のパターン時限表により動作すること。
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表8.7 単独動作の終了条件と移行タイミング

単独動作終了条件 移行先 移行タイミング

動作 閃光切替器を「入」にしたとき 手動閃光 直ちに（発生階梯から）

切替 動作切替器を「手動」にしたとき 手動動作 直ちに（発生階梯から）

中央から「遠隔指令」が指令されたとき 遠隔動作 第１階梯の立ち上がり

「単独動作用時限表」が使用できないと 保安動作 第１階梯の立ち上がり

き（単独動作不可）

異常 時計異常が発生したとき 保安動作 第１階梯の立ち上がり

監視 最長監視時間に達したとき 保安動作 直ちに（１階梯進む）

ＭＰＵ異常が発生したとき 保安動作 直ちに（発生階梯から）

Ｇ－Ｇ異常が発生したとき 異常閃光 直ちに（発生階梯から）

8.10 押ボタン動作

閃光切替器が「切」、動作切替器が「自動」及び定周期切替器が「切」のときは、押ボタ

ン動作を行うこと。

なお、押ボタン動作とは、歩行者用押ボタン箱からの現示要求信号により現示（以下「押

ボタン現示」という。）を呼び出す動作をいう。

(1) 押ボタン動作の開始

異常閃光、手動閃光、手動動作及び定周期動作のいずれの動作でもない場合、直ちに

押ボタン動作を開始すること。

なお、押ボタン動作を開始したサイクルは、要求信号を受信したものとして動作するこ

と。

(2) 押ボタン動作の終了

押ボタン動作の終了条件と移行タイミングを表8.8に示す。

表8.8 押ボタン動作終了条件と移行タイミング

押ボタン動作終了条件 移行先 移行タイミング

動作 閃光切替器を「入」にしたとき 手動閃光 直ちに（発生階梯から）

切替 動作切替器を「手動」にしたとき 手動動作 直ちに（発生階梯から）

定周期切替器を「入」にしたとき 定周期動作 直ちに（階梯を継続）

異常 Ｇ－Ｇ異常が発生したとき 異常閃光 直ちに（発生階梯から）

監視 タイマ異常が発生したとき

(3) 押ボタン動作と現示数

押ボタン動作の呼び出せる押ボタン現示数は、１現示とする。

(4) 現示要求信号

現示要求信号（以下「要求信号」という。）は、歩行者用押ボタン箱からの信号とする。

要求信号のインタフェースは、「Ｐ４形インタフェース規格」によること。

(5) 要求信号の記憶
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要求信号を受信した場合は、歩行者青階梯を除き、要求信号を記憶すること。

(6) 要求信号の解除

要求信号が記憶されている場合は、押ボタン現示を呼び出し、歩行者青階梯で要求信号

の記憶をリセットすること。

(7) 歩行者用押ボタン箱表示灯出力

押ボタン箱表示灯点灯回路を実装し、表示灯の点灯信号が送出できること。

なお、押ボタン箱点灯信号の記号及び表示内容と意味は表8.9に、点灯信号の送出タイ

ミングは表8.10によること。

ア 点灯信号の種類

歩行者用押ボタン箱の確認表示灯及び取扱表示灯の点灯信号が送出できること。

イ インタフェース

歩行者用押ボタン箱のインタフェースは、「Ｐ６形インタフェース規格」によること。

表8.9 点灯信号の記号及び表示内容と意味

記号 表示内容 正式名称 意 味

ＰＬ１ おまちください 確認表示灯 横断要求受付済み状態

ＰＬ２ おしてください 取扱表示灯 横断要求待ち状態

表8.10 押ボタン動作の点灯信号送出タイミング

点 灯 条 件 点灯信号

歩行者要求記憶 歩行者 ＰＬ１ ＰＬ２

有 青点滅又は赤表示 点灯 滅灯

無 青点滅又は赤表示 滅灯 点灯

無 青 表 示 滅灯 滅灯

(8) 動作

押ボタン動作は、次のように動作すること。

ア 要求信号記憶時

第１階梯の設定時間終了までに歩行者要求を記憶した場合は、第１階梯終了時点で歩

進し、押ボタン現示を実現すること。

イ 要求信号の記憶がないとき

第１階梯の設定時間終了までに歩行者要求が記憶状態にならない場合は、第１階梯を

保持し、歩行者要求を受信した時点で歩進し、押ボタン現示を実現すること。

8.11 定周期動作

押ボタン制御の場合、定周期切替器が「入」のときは、定周期動作を行うこと。

なお、定周期動作とは、設定された表示時間で歩進する動作をいう。

(1) 定周期動作の開始

定周期切替器を「切」から「入」にした場合には、異常閃光、手動閃光及び手動動作

を除き、直ちに定周期動作を開始すること。
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(2) 定周期動作の終了

定周期動作の終了条件と移行タイミングを表8.11に示す。

表8.11 定周期動作終了条件と移行タイミング

定周期動作終了条件 移行先 移行タイミング

動作 閃光切替器を「入」にしたとき 手動閃光 直ちに（発生階梯から）

切替 動作切替器を「手動」にしたとき 手動動作 直ちに（階梯を継続）

定周期切替器を「切」にしたとき 押ボﾀﾝ動作 直ちに（階梯を継続）

異常 Ｇ－Ｇ異常が発生したとき 異常閃光 直ちに（発生階梯から）

監視 タイマ異常が発生したとき

8.12 子機リモート動作

灯器駆動部分離方式の子機において、親機との通信が正常な状態で、親機からの子機制御

指令を受信している場合は、子機リモート動作を以下のように行うこと。

(1) 子機リモート動作の開始

親機から子機制御指令により「子機リモート動作」を指令された場合には、指令受信後

の第１階梯の立ち上がりから子機リモート動作を行うこと。

(2) 動作

親機から送られる「階梯歩進」、「階梯保持」、「現示切替」等の指令情報により、各階

梯の表示時間及び現示状態を制御すること。

(3) 子機継続動作用時限表の作成・更新

各階梯の表示時間及び現示状態をサイクル単位で記憶し、子機継続動作用時限表を作成

又は更新すること。

(4) 子機リモート動作の終了条件

子機リモート動作の終了条件と移行タイミングを表8.12に示す。

表8.12 子機リモート動作の終了条件と移行タイミング

子機リモート動作終了条件 移行先 移行タイミング

動作 閃光切替器を「入」にしたとき 手動閃光 直ちに（発生階梯から）

切替 動作切替器を「手動」にしたとき 手動動作 直ちに（発生階梯から）

子機 「子機リモート動作」が解除されたとき ( 2 ) ( 1 ) 直ちに（発生階梯から）

制御 ２秒間受信できなかったとき ( 2 ) ( 1 ) 直ちに（発生階梯から）

指令 指令情報が２回連続エラーのとき ( 2 ) ( 1 ) 直ちに（発生階梯から）

監視 最長監視時間に達したとき 保安動作 直ちに（１階梯進む）

Ｇ－Ｇ異常が発生したとき 異常閃光 直ちに（発生階梯から）

注 ( 1 ) 子機継続動作用時限表が作成済みの場合は子機継続動作、子機継続動作用時限表

が作成未了の場合には、保安動作に移行すること。

注 ( 2 ) 子機リモート動作不可
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8.13 子機継続動作

灯器駆動部分離方式の子機において、子機リモート動作ができない場合で、子機継続動作

用時限表が作成済みのとき（子機継続動作可）は、以下の動作を行うこと。

ただし、子機継 続動作用時限表が作成未了の場合（子機継続動作不可）には、保安動作

に移行すること。

(1) 子機継続動作の開始

親機との通信異常が発生したときは、直ちに、子機継続動作へ移行すること。

(2) 動作

子機リモート動作中に生成する子機継続動作用時限表の各階梯の表示時間に従って動作

すること。

(3) 子機継続動作の終了条件

子機継続動作の終了条件と移行タイミングを表8.13に示す。

表8.13 子機継続動作の終了条件と移行タイミング

子機継続動作終了条件 移行先 移行タイミング

動作 閃光切替器を「入」にしたとき 手動閃光 直ちに（発生階梯から）

切替 動作切替器を「手動」にしたとき 手動動作 直ちに（発生階梯から）

子機 親機から「子機リモート動作」が 子機リモート動作 指令受信後の

制御 指令されたとき 第１階梯の立ち上がり

指令

子機継続動作が１サイクル終了したとき 保安動作 第１階梯の立ち上がり

監視 最長監視時間に達したとき 保安動作 直ちに（１階梯進む）

Ｇ－Ｇ異常が発生したとき 異常閃光 直ちに（発生階梯から）

8.14 感知器処理

集中制御の場合は、以下の感知器処理を行うこと。

(1) Ｕ形伝送

車両感知器から受信する感知パルス信号を50msごとにサンプリングし、車両感知器ごと

に単位時間における交通量及び占有時間を次により算出し、中央装置へ送出できること。

ア 異常短パルスの波形修正

短いパルスを検定するために、200ms以下の長さのパルス信号を受信した場合は、異常

とし、図8.4に示すようなパルス波形修正を行うこと。

図8.4 異常短パルスの波形修正

入力時

修正後

異常短オフパルス 異常短オンパルス

200ms以下200ms以下
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イ 交通量

単位時間における波形修正後のオンパルスの降下回数を交通量とすること。

ウ 占有時間

単位時間における波形修正後のオンパルス累積時間（50ms単位）を占有時間とするこ

と。

エ 感知器信号一次処理

(ｱ) 直接接続される感知器並びに端末回線からの感知信号及び速度情報等を収集でき

ること。

(ｲ) 感知器処理後の感知信号から、車両感知器ごとに単位時間における交通量及び占

有時間を算出できること。

なお、これらの情報を「感知器累積情報」として中央装置に送信できること。

(ｳ) 中央装置からの「感知器情報要求」により「累積用感知器指定」で指定された感

知器番号を受信すると、直ちに指定された感知器番号に対する「感知器累積情報」

を中央装置に送信すること。

(ｴ) 感知器処理後の感知信号から、車両感知器ごとに単位時間における車両通過の有

無を時系列に作成できること。

なお、この情報を「車両通過時系列情報」として中央装置に送信できること。

(ｵ) 中央装置からの「感知器情報要求」により「時系列用感知器指定」で指定された

感知器番号を受信すると、指定された感知器番号に対する「車両通過時系列情報」

を１分ごとに中央装置に送信すること。

(ｶ) 速度情報ごとに速度及び車種を抽出できること。

なお、これらの情報を「信号動作状態情報」に付加して中央装置に送信できるこ

と。

(ｷ) 中央装置からの「感知器情報要求」により「速度機能付感知器収容番号」で指定

された感知器番号を受信すると、受信後の「信号動作状態情報」に、指定された

速度情報を付加して中央装置に送信すること。

(ｸ) 「感知器累積情報」、「車両通過時系列情報」等のデータ構成は、「Ｕ形通信アプ

リケーション共通規格」によること。

(2) ＵＤ形伝送

ア 本装置に直接接続される感知器の感知信号を「感知情報処理部規格」によって一次処

理できること。

イ 中央装置からの「感知器情報要求」により「累積用感知器指定」で指定された感知器

番号を受信すると、直ちに指定された感知器番号に対する「感知器累積情報」を中央装

置に送信すること。

ウ 感知器処理後の感知信号から、車両感知器ごとに単位時間における車両感知の有無を

時系列に作成できること。

なお、この情報を「車両通過時系列情報」として中央装置に送信できること。

エ 中央装置からの「感知器情報要求」により「時系列用感知器指定」で指定された感知

器番号を受信すると、指定された感知器番号に対する「車両通過時系列情報」を１分ご

とに中央装置に送信すること。

22



オ 「感知器累積情報」、「車両通過時系列情報」等のデータ構成及び送信タイミングは、

「感知器共通 ＤＡＴＥＸ－ＡＳＮメッセージ規格」によること。

8.15 通信機能

集中制御の場合は、中央装置及び端末回線に接続される装置と情報の送受信ができること。

(1) Ｕ形伝送

中央装置及びＳ６形回線に接続される装置と情報の送受信ができること。ただし、ＤＳ

ＳＳ用信号情報出力機能の拡張機能が指定された場合は、Ｓ10形回線に接続される装置と

情報の送受信もできること。

ア 中央装置との通信プロトコルは、「Ｕ形送受信部規格」及び「Ｕ形インタフェース規

格」によること。

イ 中央装置との間の情報のデータ構成及び送信タイミングは、「Ｕ形交通信号制御機Ｕ

形通信アプリケーション規格」によること。

ウ Ｓ６形回線による端末装置との通信プロトコルは、「Ｓ６形インタフェース規格」に

よること。

エ Ｓ10形回線による端末装置との通信プロトコルは、「Ｓ10形インタフェース規格」に

よること。

(2) ＵＤ形伝送

中央装置及び隣接制御機と端末回線集約装置等を介して情報の送受信ができること。た

だし、ＤＳＳＳ用信号情報出力機能の拡張機能が指定された場合は、Ｓ10形回線に接続さ

れる装置と情報の送受信もできること。

ア 中央装置と直接接続する場合の通信プロトコルは、「ＵＤ形送受信部規格」及び「Ｕ

Ｄ形インタフェース規格」によること。

イ 端末回線集約装置との通信プロトコルは、「Ｓ９形端末通信部規格」及び「Ｓ９形イ

ンタフェース規格」によること。

ウ 中央装置との間の情報のデータ構成及び送信タイミングは、「ＵＤ形トランスポート

規格」、「ＵＤ形符号化規格」、「ＤＡＴＥＸ－ＡＳＮ通信アプリケーション規格」及び

「交通信号制御機 ＤＡＴＥＸ－ＡＳＮメッセージ規格」によること。

エ Ｓ10形回線による端末装置との通信プロトコルは、「Ｓ10形インタフェース規格」に

よること。

オ プロファイル制御機能で本装置と隣接制御機との間の情報のデータ構成及び送信タイ

ミングは、「ＵＤ形トランスポート規格」、「ＤＡＴＥＸ－ＡＳＮ通信アプリケーション

規格」及び「交通信号制御機 端末装置間ＤＡＴＥＸ－ＡＳＮメッセージ規格」による

こと。

8.16 カレンダー機能

集中制御方式及び地点制御方式の場合は、カレンダー機能を有し、祝日、休日、振替休日、

閏年に対応できること。

なお、地点制御方式は拡張機能として、日種の決定、特殊日の指定を10.1項 特殊日機能

により追加できること。
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8.17 時刻修正機能

集中制御方式（中央装置がある場合）及びコンソールから以下の時計の時刻修正ができる

こと。

(1) 集中制御方式（中央装置がある場合）の時刻修正

集中制御方式（中央装置がある場合）においては、時刻情報により時計のデータを修正

できること。

ア 中央装置から「時刻修正指令」を受信した場合は、指令された時刻修正情報に現在時

刻（日付と時刻）を付加し、「時刻修正応答」として中央装置へ返送すること。

イ 中央装置から「時刻修正指令」を受信した場合で、指令情報の中に制御機の時刻が付

加されているときは、現在時刻と付加された制御機の時間差を算出すること。

なお、時間差が５秒以内（ＬＴ２－ＬＴ１≦５sec）なら、指令された時刻情報をチ

ェックし、修正時刻を算出して時計のデータを修正すること。

ウ 修正時刻は、中央装置からの時刻修正情報に時間差の半分を加算した時刻（ＣＴ２＋

（ＬＴ２－ＬＴ１）／２）とすること。

エ 時計のデータを修正したときは、「時刻修正応答」で時刻修正を実行したことを通知

すること。

オ 中央装置からの時刻修正のフローを図8.5に示す。

図8.5 中央からの時刻修正フロー図

(2) コンソールからの時刻修正

ア コンソールからの時刻情報を受信した場合は、受信した時刻情報をチェックし、日付

及び時刻のデータが正常ならば、時計のデータを受信した時刻情報に修正すること。

イ 時計データの修正は時刻情報受信後、直ちに行うこと。

8.18 複数交差点制御機能

(1) 灯器駆動部分離方式の親子間通信機能

灯器駆動部分離方式の親機と子機との間で信号制御情報の送受信ができること。

ア 親機と子機との間はＳ10形回線により接続し、通信プロトコルは、「Ｓ10形インタフ

ェース規格」によること。

イ 信号制御情報のデータ構成及び送信タイミングは、「複数交差点制御用交通信号制御

中 央 装 置 制御機

time time①CT1

CT1+LT1

②CT2+LT1

CT2+LT2

CT1

CT2

LT1

LT2

ＣＴｎ：中央装置の時刻

ＬＴｎ：制御機の時刻
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機親機－子機間通信アプリケーション規格」によること。

(2) 複数交差点の集中制御

複数交差点で集中制御を行う場合、それら複数交差点と中央装置との情報の送受信は、

全て、親交差点の交通信号制御機（灯器駆動部一体方式又は灯器駆動部分離方式の親機）

を介して行われ、中央装置からみて、複数交差点にそれぞれ交通信号制御機が存在するか

のように振る舞うこと。

(3) 灯器駆動部分離方式（子機）の感知信号の送信

灯器駆動部分離方式の子機は、拡張機能の指定により、子機に直接接続される感知器の

感知信号を親機に送信できること。

(4) 灯器駆動部分離方式の感知器信号一次処理

灯器駆動部分離方式の親機は、親機に直接接続される感知器の感知信号及び子機から受

信した感知信号を「感知情報処理部規格」によって一次処理できること。

(5) 複数交差点制御の送受信部（ＵＤ－ＴＴＲ）は、中央装置との間で複数交差点の情報

の送受信ができること。

(6) 灯器駆動部分離方式の親機は、子機が次の場合には、当該子機に対する子機制御指令

の「子機リモート動作」を解除すること。

ア 子機から受信する「階梯確認」信号の異常時（階梯の不一致）

イ 子機から受信する「現示状態」信号の異常時（ステータスの不一致）

ウ 子機から手動操作、手動閃光、異常閃光が返送された場合

また、子機リモート動作の再開は、ア、イの場合には、子機リモート動作の終了を確認

後、ウの場合には、その状態が解除されたことを確認後、子機制御指令の「子機リモー

ト動作」を再指令することにより行うこと。
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9. 性能

9.1 信号制御パラメータ

本制御機の信号制御パラメータの種類と設定範囲、設定単位及び許容誤差は表9.1を基本

とする。

表9.1 信号制御パラメータのタイミング時間

信号制御パラメータ 設定範囲 設定単位 固定又は可変 許容誤差

長 最長監視時間 110秒 － 固 定 ±３％

階 最短監視時間 ６秒 － 固 定 ±３％

梯 保安動作用時限表 ７～99秒 １秒 可 変 ±３％（１）

遠隔、単独、子機継続用時限表 ７～99秒 １秒 可 変 ±３％（１）

中 最長監視時間 110秒 － 固 定 ±３％

階 最短監視時間 0.95秒 － 固 定 ±３％

梯 保安動作用時限表 １～99秒 １秒 可 変 ±３％（１）

遠隔、単独、子機継続用時限表 １～99秒 １秒 可 変 ±３％（１）

短 最長監視時間 10秒 － 固 定 ±３％

階 最短監視時間 0.95秒 － 固 定 ±３％

梯 保安動作用時限表 １～８秒 １秒 可 変 ±３％

遠隔、単独、子機継続用時限表 １～８秒 １秒 可 変 ±３％

初期全赤時間 ５秒 － 固 定 ±１秒

閃光周期 １秒 － 固 定 ±0.2秒

50／50％

歩行者青点滅周期 0.5秒 － 固 定 ±0.1秒

50／50％

サイクル長 40～240秒 １秒 可 変 ±0.5秒

スプリット値 １～240秒 １秒 可 変 ±３％（１）

スプリット変動値 ０～ 99秒 １秒 可 変 ±３％（１）

オフセット値 ０～239秒 １秒 可 変 ±１秒

備考1. 固定又は可変の規定は、下記のとおりとする。

可変 ＝運用中に変更可能

固定 ＝変更不可

2. 初期全赤時間は、スタートアップ時間を含む。

3. サイクル長、スプリット値、スプリット変動値、オフセット値は、制御方式が

集中制御の場合に限る。

注 ( 1 ) 許容誤差の上限は±0.5秒とする。
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9.2 時限表の構成

地点制御方式及び集中制御方式の各種時限表の構成をそれぞれ表9.2、表9.3に、灯器駆動

部分離方式における子機の各種時限表の構成を表9.4に示す。

表9.2 各種時限表の構成（地点制御方式）

時限表の種類 使用動作 時限表の数 日種数 ﾊﾟﾀｰﾝ数 切替数

多段動作用時限表 多段動作 １ － 10 －

ﾊﾟﾀｰﾝ切替時限表 多段動作 １／日種 ７ － 10／日種

動作切替時限表 多段動作 １／日種 ７ － ４／日種

保安動作用時限表 保安動作 １ － １ －

表9.3 各種時限表の構成（集中制御方式）

時限表の種類 使用動作 時限表の数 日種数 ﾊﾟﾀｰﾝ数 切替数

遠隔動作用時限表 遠隔動作 １ － １ －

単独動作 ﾊﾟﾀｰﾝ時限表 単独動作 １ － 10 －

用時限表 ﾊﾟﾀｰﾝ切替時限表 単独動作 １／日種 ３ － 10／日種

動作切替時限表 単独動作 １／日種 ３ － ６／日種

保安動作用時限表 保安動作 １ － １ －

備考1. 動作切替時限表は、単独動作時の拡張機能起動用で、開始時刻及び終了時刻を登録

する。

2. 動作切替時限表は、拡張機能ごとに持つこと。

表9.4 各種時限表の構成（灯器駆動部分離方式の子機）

時限表の種類 使用動作 時限表の数 日種数 ﾊﾟﾀｰﾝ数 切替数

子機継続動作用時限表 子機継続動作 １ － １ －

保安動作用時限表 保安動作 １ － １ －

9.3 その他

その他、性能に関する項目を表9.5に示す。

表9.5 その他性能項目一覧表

項 目 規 格

スプリット数 最大６
（集中制御方式のみ）
可変階梯数 １階梯／スプリット
（集中制御方式のみ）
ステータス数 現示切替信号によるステータス：最大４
（集中制御方式のみ）
水晶周波数安定度 ５×10－５以下
（時計用）
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10. 拡張機能

拡張機能を実現するために、拡張機能用の回路及び拡張機能用のソフトウェアを実装して、

指定された動作ができること。

単独交差点制御における制御方式ごとの拡張機能を表10.1に、複数交差点制御における制

御方式ごとの拡張機能を表10.2に示す。また、拡張機能の種類と指定時の条件を表10.3及び

表10.4に示す。

表10.1 拡張機能一覧表（単独交差点制御）

拡張機能 地点制御 集中制御 押ボタン制御

特殊日機能 ○ － －

系統機能 ○ 基本機能 －

時刻修正機能 (中央指令による時刻修正) － 基本機能 －

時刻修正機能 (ラジオ等による時刻修正) ○ ○（２） ○

リコール１機能 ○ ○ 待短縮有 －

リコール２機能 ○ ○ －

リコール３機能 ○ ○ 待短縮有 －

ギャップ感応機能 ○ ○ －

現示切替機能 － ○ －

歩行者感応機能 ○ ○ －

高齢者等感応機能 ○ ○ －

連動親機機能 ○ ○ －

連動子機機能 ○ ○ ○

分周期連動子機機能 ○ － ○

高速感応機能 ○ ○ －

ジレンマ感応機能 ○ ○ －

バス感応機能 ○ ○ －

地点感応機能 ○ － －

自動生成機能 ○ ○ －

FAST感応機能 － ○ －

タイムスイッチ機能 － － ○

（24時間タイマ）

DSSS用信号情報出力機能 － ○ －

プロファイル制御機能 ○ （１） ○（１） －

制御実行履歴の蓄積 ○ ○ ○

注 ( 1 ) 中央装置又は隣接する交通信号制御機のいずれとも情報交換が無く、直接接続され

る感知器のみでプロファイル制御を行う場合は地点制御を選択し、それ以外は集中制御

を選択する。

注 ( 2 ) 集中制御において中央装置がない場合には、ラジオ等による時刻修正機能の指定が

可能なこと。
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表10.2 拡張機能一覧表（複数交差点制御）

灯器駆動部一体方式 灯器駆動部分離方式

拡張機能 親／子交差点 ( 3 ) 親交差点 子交差点

地点制御 集中制御 地点制御 集中制御 地点制御 集中制御

特殊日機能 ○ － ○ － ○ ( 4 ) －

系統機能 ○ 基本機能 ○ 基本機能 ○ ( 4 ) 基本機能

時刻修正機能 － 基本機能 － 基本機能 － 基本機能

(中央指令による時刻修正)

時刻修正機能 ○ ○ ( 2 ) ○ ○ ( 2 ) ○ ( 4 ) －

(親交差点又はラジオ等による時刻修正)

リコール１機能 ○ ○待短縮有 ○ ○待短縮有 ○ ( 4 ) ○待短縮有(4)

リコール２機能 ○ ○ ○ ○ － －

リコール３機能 ○ ○待短縮有 ○ ○待短縮有 ○ ( 4 ) ○待短縮有(4)

ギャップ感応機能 ○ ○ ○ ○ ○ ( 4 ) ○ ( 4 )

現示切替機能 － ○ － ○ － ○ ( 4 )

歩行者感応機能 ○ ○ ○ ○ ○ ( 4 ) ○ ( 4 )

高齢者等感応機能 ○ ○ ○ ○ ○ ( 4 ) ○ ( 4 )

連動親機機能 ○ ( 6 ) ○ ( 6 ) ○ ○ ○ ( 4 ) ○ ( 4 )

連動子機機能 ○ ( 5 ) ○ ( 5 ) ○ ○ － －

分周期連動子機機能 ○ ( 5 ) － ○ － － －

高速感応機能 ○ ○ ○ ○ － －

ジレンマ感応機能 ○ ○ ○ ○ － －

バス感応機能 ○ ○ ○ ○ － －

地点感応機能 ○ － ○ － － －

自動生成機能 ○ ○ ○ ○ － －

FAST感応機能 － ○ － ○ － －

DSSS用信号情報出力機能 － ○ ( 6 ) － ○ － －

プロファイル制御機能 ○ ( 1 ) ○ ( 1 ) ○ ( 1 ) ○ ( 1 ) － －

制御実行履歴の蓄積 ○ ○ ○ ○ － －

複数交差点制御連動機能 ○ ○ ○ ○ ○ ( 4 ) ○ ( 4 )

注 ( 1 ) 中央装置又は隣接する交通信号制御機のいずれとも情報交換が無く、直接接続され

る感知器のみでプロファイル制御を行う場合は地点制御を選択し、それ以外は集中制御

を選択する。

注 ( 2 ) 集中制御において中央装置がない場合には、ラジオ等による時刻修正機能の指定が

可能なこと。

注 ( 3 ) 親交差点と子交差点ではそれぞれ個別に拡張機能の指定が可能なこと。

注 ( 4 ) 灯器駆動部分離方式における子交差点の拡張機能用ソフトウェアは、親交差点に実

装される。また、拡張機能用回路は子交差点に実装される。

注 ( 5 ) 親交差点のみ指定可能とする。

注 ( 6 ) 親交差点又は子交差点のいずれか一方のみ指定可能とする。

29



表10.3 拡張機能の種類と指定時の条件(1)

拡張機能 拡張機能指定時の条件

地点制御 集中制御 押ボタン制御

特殊日機能 指定条件なし － －

系統機能 追従階梯 基本機能 －

時刻修正機能 － 基本機能 －

(中央指令による時刻修正)

時刻修正機能 指定条件なし 指定条件なし 指定条件なし

(ラジオ等による時刻修正)

リコール１機能 リコール現示 リコール現示 －

押ボタン及び感知器 押ボタン及び感知器

リコール２機能 リコール現示 リコール現示 －

押ボタン及び感知器 押ボタン及び感知器

リコール３機能 リコール現示 リコール現示 －

押ボタン及び感知器 押ボタン及び感知器

置換階梯 置換階梯

置換秒数 置換秒数

同期補正階梯（１）

ギャップ感応機能 感応階梯 感応階梯 －

感知器 感知器

短縮時間 短縮時間

延長時間 延長時間

単位青時間 単位青時間

同期補正階梯（１）

現示切替機能 － 現示切替信号の種類 －

歩行者感応機能 横断歩行者量判定基準値 横断歩行者量判定基準値 －

短縮時間 短縮時間

延長時間 延長時間

横断歩行者量計数時間 横断歩行者量計数時間

高齢者等感応機能 感応階梯 感応階梯 －

感応現示青開始階梯 感応現示青開始階梯

押ボタン 押ボタン

高齢者等用青時間 高齢者等用青時間

同期補正階梯（１）

連動親機機能 同期信号の出力方法 同期信号の出力方法 －

連動子機機能 周期信号方式 周期信号方式 周期信号方式

連動同期階梯 連動同期階梯

分周期連動子機 周期信号方式 － 周期信号方式

機能 連動同期階梯

高速感応機能 感応階梯 感応階梯 －

各感知器の設置距離 各感知器の設置距離

速度情報の種類 速度情報の種類

速度閾値 速度閾値

初期青時間 初期青時間

赤延長時間 赤延長時間

置換階梯 置換階梯

注 ( 1 ) 「同期補正階梯」は系統動作時指定
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表10.4 拡張機能の種類と指定時の条件（2）

拡張機能 拡張機能指定時の条件

地点制御 集中制御 押ボタン制御

ジレンマ感応機能 感応階梯 感応階梯 －

短縮時間 短縮時間

延長時間 延長時間

各感知器の設置距離 各感知器の設置距離

速度情報の種類 速度情報の種類

実行停止条件 実行停止条件

実行再開条件 実行再開条件

同期補正階梯（１）

バス感応機能 感応階梯 感応階梯 －

バスの走行時間 バスの走行時間

短縮時間 短縮時間

延長時間 延長時間

同期補正階梯（１）

地点感応機能 リコール現示 － －

押ボタン及び感知器

感応階梯

短縮時間

延長時間

単位青時間

自動生成機能 自動生成用感知器 自動生成用感知器 －

FAST感応機能 － 延長階梯 －

短縮階梯

置換時間

保証青時間

タイムアウト時間

歩行者青禁止機能の有無（２）

タイムスイッチ機能 － － 指定条件なし

（24時間タイマ）

DSSS用信号情報出力 － 指定条件なし －

機能

プロファイル制御 プロファイル制御階梯 プロファイル制御階梯 －

機能 短縮時間 短縮時間

延長時間 延長時間

各感知器の設置距離 各感知器の設置距離

制御実行履歴の蓄積 指定条件なし 指定条件なし 指定条件なし

複数交差点制御 連動同期階梯 連動同期階梯 －

連携機能

注 ( 1 ) 「同期補正階梯」は系統動作時指定

注 ( 2 ) 「歩行者青禁止機能の有無」は高齢者等感応機能併用時に指定
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10.1 特殊日機能

地点制御方式の場合、カレンダー機能の平日、土曜、休日に加えて、特殊１～特殊４の日

種を追加できること。この場合、日種を以下のように日種１～日種７と呼ぶ。

(1) 日種の種類

日種は、次の７種とする。

ア 平日（日種１）

月曜日から金曜日、ただし祝日を除く。

または、特殊日設定テーブルにて平日を指定された日。

イ 土曜（日種２）

祝日を除く土曜日。

または、特殊日設定テーブルにて土曜日を指定された日。

ウ 休日（日種３）

日曜日及び祝日。

または、特殊日設定テーブルにて休日を指定された日。

エ 特殊１（日種４）

特殊日設定テーブルにて指定された日。

オ 特殊２（日種５）

特殊日設定テーブルにて指定された日。

カ 特殊３（日種６）

特殊日設定テーブルにて指定された日。

キ 特殊４（日種７）

特殊日設定テーブルにて指定された日。

(2) 特殊日の指定

指定した日又は期間の日種を他の日種に読み替える機能であり、日又は期間の指定条件

及び読み替える日種を特殊日設定テーブルに設定する。

日を指定する場合を特定日と呼び、期間を指定する場合を特定期間と呼ぶ。

ア 特定日の指定

特定日の指定は、特定日設定テーブルに表10.5の指定方法で実行する日種を指定でき

ること。

表10.5 特定日の指定方法

指定の種類 指定方法

一過性指定 年、月及び日を指定して、特定の年のみ実行する

周期性指定 月及び日を指定して、毎年繰り返しで実行する

月繰り返し指定 日のみを指定して、毎月繰り返しで実行する

曜日指定 曜日のみを指定して、毎曜日実行する

週指定 月、週及び曜日を指定して、指定月の指定番目の指定曜日のみ実行

する
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イ 特定期間の指定

特定期間の指定は、特定期間設定テーブルに表10.6の指定方法で実行する日種を指定

できること。

表10.6 特定期間の指定方法

指定の種類 指定方法

期間内全日指定 期間のみ指定して、期間内の全日を実行する

期間内曜日指定 期間内の曜日を指定して、期間内の指定曜日のみ実行する

(3) 特定日及び特定期間の優先

特定日及び特定期間の優先順位は、表10.7のとおりとする。

表10.7 特定日及び特定期間の優先順位

特定日及び特定期間の 優先順位

種類

一過性指定 １（高）

周期性指定 ２

期間内曜日指定 ３

期間内全日指定 ４

月繰り返し指定 ５

週指定 ６

曜日指定 ７（低）

なお、同一順位で、異なる日種を同一日に指定した場合は、この指定を無効としカレン

ダーの日種で動作すること。また、「月繰り返し指定」で指定された日が、カレンダーで

土曜日又は休日の場合は、カレンダーの日種を優先すること。

(4) 日種の決定

指定された日種のパターン切替時限表が設定されていなければ、平日、土曜、休日、特

殊の順にパターン切替時限表が設定されている日種を探し、設定がある日種を当日の日種

とすること。

10.2 系統機能

地点制御指定時は、系統動作プログラム等を実装して、多段動作中に系統動作ができるこ

と。

なお、系統動作とは、パターン切替時刻を基準とし、それにサイクル長の倍数とオフセッ

トを加算した時刻（以下「系統点」という。）が第１階梯の立ち上がりになるように動作す

ることにより、第１階梯の立ち上がりを隣接する制御機と同期させる動作をいう。

(1) 系統動作の開始

多段動作中において、動作切替時限表に設定された系統動作「入」の時刻になった場合

は、直後の第１階梯の立ち上がりから実行すること。
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(2) 系統動作の終了

選択したパターンのオフセットが未設定のとき、第１階梯の立ち上がりで動作を終了す

ること。

(3) 系統オフセット

パターンごとにオフセットを設定できること。

(4) 系統動作

第１階梯の立ち上がりと系統点が一致しないときは、オフセット追従動作を実行して第

１階梯の立ち上がりを系統点に一致させること。

(5) オフセット追従動作

第１階梯の立ち上がり時点で系統点との差を算出し、その時間を追従階梯で延長又は短

縮してサイクル長を変化させ、第１階梯の立ち上がりと系統点が一致するまで毎サイクル

実行すること。

なお、追従動作は５サイクル以内に完了すること。

サイクル長の変化量は、サイクル長の20％以下であること。

10.3 時刻修正機能（ラジオ等による時刻修正）

地点制御方式、押ボタン制御方式及び集中制御方式（中央装置と接続されず中央指令によ

る時刻修正を行わない場合）においては、時刻信号受信回路、時報信号受信回路、時刻修正

プログラム等を実装して、時計の時刻修正ができること。

10.4 リコール機能

リコールプログラム、リコール受信回路及び押ボタン箱表示点灯回路等を実装して、多段

動作中、単独動作中及び遠隔動作中にリコール動作ができること。

なお、リコール動作とは、指定された現示要求信号により現示を呼び出す動作をいい、単

独動作中及び遠隔動作中は、指定により待ち時間短縮機能が拡張できること。

(1) リコール機能の種類と現示数

リコール機能の種類及び呼び出せるリコール現示数は、表10.8のとおりとすること。

表10.8 リコール機能の種類と呼出現示数

待時間短縮機能

リコール機能名称 呼出現示数
多段動作中

単独動作中
遠隔動作中

系統動作中

リコール１機能 １現示 不可 可 可

リコール２機能 ２現示 不可 不可 不可

リコール３機能 １現示 不可 可 可

(2) リコール動作の開始

本機能の開始は、次によること。

ア 多段動作中及び単独動作中

当該時刻が動作切替時限表に設定されたリコール機能の実行開始時刻になったときは、
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直後の第１階梯の立ち上がりから実行すること。

リコール動作を開始したサイクルは、全ての要求信号を受信したものとして動作する

こと。

イ 遠隔動作中

中央装置からの「信号制御指令」の感応許可により、リコール制御指令を受けた場合

は、指令受信後の第１階梯の立ち上がりから実行すること。

リコール動作を開始したサイクルは、すべての要求信号を受信したものとして動作す

ること。

(3) リコール動作の終了

本機能の終了は、次によること。

ア 多段動作中及び単独動作中

当該時刻が動作切替時限表に設定されたリコール機能の実行終了時刻になったときは、

直ちに機能を終了すること。

リコール動作を終了するサイクルは、リコール機能の実行終了時刻になった時点で、

すべての要求信号を受信したものとして動作すること。

イ 遠隔動作中

中央装置からの「信号制御指令」の感応許可により、リコール制御解除を受けたとき

は、解除指令受信後直ちに機能を終了すること。

リコール動作を終了するサイクルは、リコール制御解除を受けた時点で、すべての要

求信号を受信したものとして動作すること。

(4) 現示要求信号

ア 種類

現示要求信号（以下「要求信号」という。）は、リコール用車両感知器及び歩行者用押

ボタン箱からの信号とすること。

イ インタフェース

要求信号のインタフェースは、「Ｐ１形インタフェース規格」及び「Ｐ４形インタフェ

ース規格」によること。

(5) 要求信号の記憶

要求信号を受信した場合は、要求信号に対応したリコール現示が呼び出されている場合

を除き、要求信号を記憶すること。

(6) 要求信号の解除

要求信号が記憶されている場合は、要求信号に対応したリコール現示を呼び出し、要求

信号の記憶をリセットすること。

ア 歩行者要求の記憶解除は、要求に対応したリコール現示の歩行者青が表示されたとき

に行うこと。

イ 車両要求の記憶解除は、要求に対応したリコール現示の車両青が表示されたときに行

うこと。
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(7) 歩行者用押ボタン箱表示灯出力

要求信号に歩行者用押ボタンが指定された場合は、押ボタン箱表示灯点灯回路を実装し、

表示灯の点灯信号が送出できること。

ア 点灯信号の種類

歩行者用押ボタン箱の確認表示灯及び取扱表示灯の点灯信号が送出できること。

イ インタフェース

「Ｐ６形インタフェース規格」によること。

(8) 待時間短縮機能

ア 感応階梯

感応階梯は、第１現示に対応したスプリットの可変階梯とすること。

イ 待時間短縮時間帯

待時間短縮時間帯は図10.1に示すように、感応階梯の設定時間を基準に、スプリット

の変動値範囲とすること。

ウ 待時間短縮動作

待時間短縮時間帯開始時点で歩行者要求が記憶状態のときは開始時点、短縮時間帯中

に歩行者要求を記憶したときは記憶時点、待時間短縮時間帯中に要求記憶状態にならな

かったときは、待時間短縮時間帯終了時点で歩進すること。

エ 感応補正

系統動作で待時間短縮動作を行っている場合は、感応階梯の延長又は短縮によるサイ

クル長変動を、次周期のスプリット配分で補正すること。

図10.1 感応階梯と待時間短縮時間帯

10.4.1 リコール１機能

リコール１機能は、次のように動作する。

押ボタン箱点灯信号の記号及び表示内容と意味は表10.9に、点灯信号の送出タイミングは

表10.10によること。

－変動値 ＋変動値

感 応 階 梯

待時間短縮時間帯

10１ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９

１Ｐ

１

２Ｐ

２

スプリット（スプリット基準値）

可変階梯 固定階梯

スプリット

可変階梯 固定階梯

地点制御方式の場合は、－変動値を短

縮時間に、＋変動値を延長時間と読み

替える。
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(1) 多段動作中

ア 要求信号記憶時

系統動作を行っていない場合において、第１階梯終了までに歩行者要求又は車両要求

を記憶した場合は、第１階梯終了時点で歩進し、リコール現示を実現すること。また、

系統動作実行中の場合において、第１階梯終了までに歩行者要求又は車両要求を記憶し

て歩進したときは、リコール現示を実現すること。

イ 要求信号の記憶がないとき

系統動作を行っていない場合において、第１階梯終了までに歩行者要求及び車両要求

が共に記憶状態にならない場合は、第１階梯を保持すること。また、系統動作実行中の

場合において、第１階梯終了までに歩行者要求及び車両要求が共に記憶状態にならずに

歩進したときは、第１階梯の灯色を保持すること。

(2) 単独動作中及び遠隔動作中

ア 要求信号記憶時

待時間短縮動作を行っていない場合において、第１現示に対応したスプリットの可変

階梯終了までに歩行者要求若しくは車両要求を記憶して歩進したとき、また、待時間短

縮動作実行中の場合において、待時間短縮時間帯開始時点若しくは短縮時間帯中に歩行

者要求を記憶又は待時間短縮時間帯終了までに車両要求を記憶して歩進したときは、灯

色を切り替え、リコール現示を実現すること。

イ 要求信号の記憶がないとき

待時間短縮動作を行っていない場合において、第１現示に対応したスプリットの可変

階梯終了までに歩行者要求及び車両要求が共に記憶状態にならずに歩進したとき、また、

待時間短縮動作実行中の場合において、待時間短縮時間帯終了までに歩行者要求及び車

両要求が共に記憶状態にならずに歩進したときは、第１階梯の灯色を保持すること。

表10.9 点灯信号の記号及び表示内容と意味

記号 表示内容 正式名称 意 味

ＰＬ１ おまちください 確認表示灯 横断要求受付済み状態

ＰＬ２ おしてください 取扱表示灯 横断要求待ち状態

表10.10 リコール１機能の点灯信号送出タイミング

点 灯 条 件 点灯信号

歩行者要求記憶 車両要求記憶 リコール現示の歩行者 ＰＬ１ ＰＬ２

有 有 青点滅又は赤表示 点灯 滅灯

有 無 青点滅又は赤表示 点灯 滅灯

無 有 青点滅又は赤表示 点灯 滅灯

無 無 青点滅又は赤表示 滅灯 点灯

無 無 青 表 示 滅灯 滅灯
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10.4.2 リコール２機能

リコール２機能は、次のように動作すること。

押ボタン箱点灯信号の記号及び表示内容と意味は表10.11に、点灯信号の送出タイミング

は表10.12によること。

(1) 現示要求信号の種類

リコール現示１の現示要求信号を「リコール要求１」、リコール現示２の現示要求信号

を「リコール要求２」という。

表10.11 点灯信号の記号及び表示内容と意味

記号 表示内容 正式名称 意 味 用 途

ＰＬ１ おまちください 確認表示灯 横断要求受付済み状態 リコール

ＰＬ２ おしてください 取扱表示灯 横断要求待ち状態 現示１用

ＰＬ３ おまちください 確認表示灯 横断要求受付済み状態 リコール

ＰＬ４ おしてください 取扱表示灯 横断要求待ち状態 現示２用

表10.12 リコール２機能の点灯信号送出タイミング

点 灯 条 件 歩行者用押ボタン箱点灯信号

リコール要求 現在の表示状態 リコール現示１ リコール現示２

要求１ 要求２ リコール１ リコール２ ＰＬ１ ＰＬ２ ＰＬ３ ＰＬ４

記 憶 記 憶 歩行者青 歩行者青

有 有 青点滅又は赤 青点滅又は 点灯 滅灯 点灯 滅灯

表示 赤表示

無 有 青点滅又は赤 青点滅又は 滅灯 点灯 点灯 滅灯

表示 赤表示

無 有 青表示 青点滅又は 滅灯 滅灯 点灯 滅灯

赤表示

有 無 青点滅又は赤 青点滅又は 点灯 滅灯 滅灯 点灯

表示 赤表示

有 無 青点滅又は赤 青表示 点灯 滅灯 滅灯 滅灯

表示

無 無 青点滅又は赤 青点滅又は 滅灯 点灯 滅灯 点灯

表示 赤表示

無 無 青表示 青点滅又は 滅灯 滅灯 滅灯 点灯

赤表示

無 無 青点滅又は赤 青表示 滅灯 点灯 滅灯 滅灯

表示

(2) 多段動作中

ア リコール要求１、２とも記憶時

系統動作を行っていない場合において、第１階梯終了までに要求を記憶した場合は、

第１階梯終了時点で歩進し、リコール現示１、リコール現示２の順に要求現示を実現す
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ること。また、系統動作実行中の場合において、第１階梯終了までに要求を記憶して歩

進したときは、リコール現示１、リコール現示２の順に要求現示を実現すること。

イ リコール要求１のみ記憶時

系統動作を行っていない場合において、第１階梯終了までにリコール要求１のみが記

憶状態のときは、第１階梯終了時点で歩進し、リコール現示１を実現すること。また、

系統動作実行中の場合において、第１階梯終了までにリコール要求１のみを記憶して歩

進したときは、リコール現示１を実現すること。

なお、リコール現示１を終了するまでに、リコール要求２が記憶状態になったときは、

リコール現示１に続きリコール現示２を実現すること。

ウ リコール要求２のみ記憶時

系統動作を行っていない場合において、第１階梯終了までにリコール要求２のみが記

憶状態のときは、リコール現示２のみ実現すること。また、系統動作実行中の場合にお

いて、第１階梯終了までにリコール要求２のみが記憶状態になったときは、リコール現

示２のみ実現すること。

エ 要求信号の記憶がないとき

系統動作を行っていない場合において、第１階梯終了までにリコール要求１及びリコ

ール要求２が共に記憶状態にならない場合は、第１階梯を保持すること。また、系統動

作実行中の場合において、第１階梯終了までにリコール要求１及びリコール要求２が共

に記憶状態にならずに歩進したときは、第１階梯の灯色を保持すること。

(3) 単独動作中及び遠隔動作中

ア リコール要求１、２とも記憶時

第１階梯終了までに要求を記憶して歩進したときは、リコール現示１、リコール現示

２の順に要求現示を実現すること。

イ リコール要求１のみ記憶時

第１階梯終了までにリコール要求１のみを記憶して歩進したときは、リコール現示１

を実現すること。

なお、リコール現示１を終了するまでに、リコール要求２が記憶状態になったときは、

リコール現示１に続きリコール現示２を実現すること。

ウ リコール要求２のみ記憶時

第１階梯終了までにリコール要求２のみが記憶状態になったときは、リコール現示２

のみ実現すること。

エ 要求信号の記憶がないとき

第１階梯終了までにリコール要求１及びリコール要求２が共に記憶状態にならずに歩

進したときは、第１階梯の灯色を保持すること。

39



(4) リコール２機能の動作例を図10.2に示す。

図10.2 リコール２機能の動作例

要 求 １

要 求 ２

１

２

３

要求なし

要求なし

要 求 １

要 求 ２

１

２

３

要 求 １

要 求 ２

１

２

３

要求なし

要 求 １

要 求 ２

１

２

３

要求なし
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10.4.3 リコール３機能

リコール３機能は、次のように動作すること。

押ボタン箱点灯信号の記号及び表示内容と意味は表10.13に、点灯信号の送出タイミング

は表10.14によること。

(1) 多段動作中

ア 歩行者要求信号記憶時

系統動作を行っていない場合において、第１階梯終了までに歩行者要求を記憶した場

合は、第１階梯終了時点で歩進し、歩行者要求に対応したリコール現示を実現すること。

また、系統動作実行中の場合において、第１階梯終了までに歩行者要求を記憶して歩進

したときは、歩行者要求に対応したリコール現示を実現すること。

イ 車両要求信号のみ記憶時

系統動作を行っていない場合において、第１階梯終了までに車両要求を記憶した場合

は、第１階梯終了時点で歩進し、かつ、リコール現示開始までに歩行者要求が記憶され

なかった場合は、車両要求に対応したリコール現示を実現すること。また、系統動作実

行中の場合において、第１階梯終了までに車両要求を記憶して歩進し、かつ、リコール

現示開始までに歩行者要求が記憶されなかった場合は、車両要求に対応したリコール現

示を実現すること。

なお、車両要求に対応したリコール現示実行中は、指定された階梯の表示時間を設定

された時間に置き換えができること。

ウ 要求信号の記憶がないとき

系統動作を行っていない場合において、第１階梯終了までに歩行者要求及び車両要求

が共に記憶状態にならない場合は、第１階梯を保持すること。また、系統動作実行中の

場合において、第１階梯終了までに歩行者要求及び車両要求が共に記憶状態にならずに

歩進したときは、第１階梯の灯色を保持すること。

エ 感応補正

系統動作実行中の場合において、表示時間の置き換えを行ったときは、指定された同

期補正階梯で同期補正を行うこと。

(2) 単独動作中及び遠隔動作中

ア 歩行者要求信号記憶時

待時間短縮動作を行っていない場合において、第１現示に対応したスプリットの可変

階梯終了までに歩行者要求を記憶して歩進したときは、灯色を切り替え、歩行者要求に

対応したリコール現示を実現すること。

待時間短縮動作実行中において、待時間短縮時間帯開始時点又は短縮時間帯中に歩行

者要求を記憶して歩進したときは、灯色を切り替え、歩行者要求に対応したリコール現

示を実現すること。また、待時間短縮時間帯終了までに車両要求記憶状態となり、リコ

ール現示開始までに歩行者要求が記憶されたときは、歩行者要求に対応したリコール現

示を実現すること。
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イ 車両要求信号のみ記憶時

待時間短縮動作を行っていない場合において、第１現示に対応したスプリットの可変

階梯終了までに車両要求記憶状態となり、かつ、リコール現示開始までに歩行者要求が

記憶されなかったときは、車両要求に対応したリコール現示を実現すること。

待時間短縮動作実行中において、待時間短縮時間帯終了までに車両要求記憶状態とな

り、かつ、リコール現示開始までに歩行者要求が記憶されなかったときは、車両要求に

対応したリコール現示を実現すること。

なお、車両要求に対応したリコール現示実行中は、指定された階梯の表示時間を階梯

秒数置換時限表に設定された時間に置き換えできること。

ウ 要求信号の記憶がないとき

待時間短縮動作を行っていない場合において、第１現示に対応したスプリットの可変

階梯終了までに歩行者要求及び車両要求が共に記憶状態にならずに歩進したときは、第

１階梯の灯色を保持すること。

待時間短縮動作実行中において、待時間短縮時間帯終了までに歩行者要求及び車両要

求が共に記憶状態にならずに歩進したときは、第１階梯の灯色を保持すること。

表10.13 点灯信号の記号及び表示内容と意味

記号 表示内容 正式名称 意 味

ＰＬ１ おまちください 確認表示灯 横断要求受付済み状態

ＰＬ２ おしてください 取扱表示灯 横断要求待ち状態

表10.14リコール３機能の点灯信号送出タイミング

点 灯 条 件 点灯信号

歩行者要求記憶 車両要求記憶 リコール現示の歩行者 ＰＬ１ ＰＬ２

有 有 青点滅又は赤表示 点灯 滅灯

有 無 青点滅又は赤表示 点灯 滅灯

無 有 青点滅又は赤表示 滅灯 点灯

無 無 青点滅又は赤表示 滅灯 点灯

無 無 青 表 示 滅灯 滅灯
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(3) リコール３機能の動作例を図10.3に示す。

図10.3 リコール３機能の動作例１

要 求 Ａ

１

２Ｐ

２

要求なし

１

２Ｐ

２

要 求 Ｂ

１

２Ｐ

２

要 求 Ｃ

車両要求 歩行者要求

秒数置換
車両要求
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(4) リコール３機能での待時間短縮動作の例を図10.4に示す。

図10.4 リコール３機能の動作例２

要 求 Ａ

１

２Ｐ

２

要求なし

１

２Ｐ

２

要 求 Ｂ

１

２Ｐ

２

要 求 Ｃ

車両要求 歩行者要求

秒数置換
車両要求

基 本 秒 数

ＴＥＴＳ Ｔ Ｓ ： － 変 動 値 （ 短 縮 時 間 ）

Ｔ Ｅ ： ＋ 変 動 値 （ 延 長 時 間 ）待 時 間

短 縮 時

間帯
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10.5 ギャップ感応機能

ギャップ感応プログラム及び感知器受信回路等を実装して、地点制御方式の場合は、多段

動作中に、集中制御方式の場合は、遠隔動作中及び単独動作中にギャップ感応動作ができる

こと。

なお、ギャップ感応動作とは、車両感知信号のギャップにより感応階梯の表示時間を延長

又は短縮させる動作をいい、その動作は、次のとおりとする。

(1) インタフェース

車両感知信号のインタフェースは、「Ｐ１形インタフェース規格」によること。

(2) 地点制御方式のギャップ感応動作の開始

地点制御方式の多段動作中において、動作切替時限表に設定されたギャップ感応動作

「入」の時刻になった場合は、直後の第１階梯の立ち上がりから実行すること。

(3) 集中制御方式のギャップ感応動作の開始

集中制御方式での本機能の開始は、次によること。

ア 遠隔動作中

遠隔動作中において、中央装置からの「信号制御指令」の感応許可により、ギャップ

感応の指令を受けた場合は、指令受信後の第１階梯の立ち上がりから実行すること。

イ 単独動作中

単独動作中において、当該時刻がギャップ感応機能の動作切替時限表に設定された実

行開始時刻になったときは、直後の第１階梯の立ち上がりから実行すること。

(4) 地点制御方式のギャップ感応動作の終了

地点制御方式の多段動作中において、動作切替時限表に設定されたギャップ感応動作

「切」の時刻になった場合は、直ちに動作を終了すること。

(5) 集中制御方式のギャップ感応動作の終了

集中制御方式での本機能の終了は、次によること。

ア 遠隔動作中

遠隔動作中において、中央装置からの「信号制御指令」の感応許可により、ギャップ

感応解除を受けた場合は、解除指令受信後直ちに動作を終了すること。

イ 単独動作中

単独動作中において、当該時刻がギャップ感応機能の動作切替時限表に設定された実

行終了時刻になったときは、直ちに動作を終了すること。

(6) 感応現示

ア 感応現示数

最大２現示とする。

イ 感応階梯

地点制御方式の場合は、感応現示に対して１つの感応階梯を持つ。集中制御方式の場

合は、感応現示に対応したスプリットの可変階梯とすること。

ウ 短縮時間

地点制御方式の場合は、感応現示に対して１つの短縮時間を持つ。集中制御方式の場

合は、スプリットのマイナス変動値が短縮時間となる。

エ 延長時間
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地点制御方式の場合は、感応現示に対して１つの延長時間を持つ。集中制御方式の場

合は、スプリットのプラス変動値が延長時間となる。

オ 初期青時間

感応階梯の設定時間から、短縮時間又はスプリットのマイナス変動値を差し引いた時

間を、初期青時間とすること。

カ 限度青時間

感応階梯の設定時間に、延長時間又はスプリットのプラス変動値を加算した時間を、

限度青時間とすること。

キ 単位青時間

地点制御方式の場合は、感応階梯ごとに上り下り各１種類の単位青時間を持つこと。

集中制御方式の場合は、感応階梯ごとに２種類の単位青時間を持つこと。

ク 初期青時間及び限度青時間の関係を、図10.5に示す。

地点制御方式の場合は、－変動値を短縮時間に、＋変動値を延長時間と読み替える。

集中制御方式の場合の感応範囲は、感応階梯の設定時間を基準にスプリットの変動値

範囲とすること。

図10.5 感応階梯の初期青時間と限度青時間

(7) 感応動作

ア 感応階梯の開始時点から、初期青時間及び単位青時間の計時を開始すること。

イ 単位青時間計時中に感知信号を受信したときは、単位青時間の計時をリセットし、再

び単位青時間の計時を開始すること。

ウ 単位青時間計時終了までに感知信号を受信しなかったときは、計時終了状態を記憶す

ること。

エ 初期青時間計時中の場合で、計時終了状態を記憶した後に感知信号を受信したときは、

計時終了状態をリセットし、再びｲ、ｳ項の動作を行うこと。

オ 初期青時間計時終了時点で２種類の単位青時間の計時終了状態を記憶している場合

は、直ちに歩進すること。

カ 初期青時間計時終了後で限度青時間を計時中の場合は、２種類の単位青時間の計時が

スプリット（スプリット基準値）

－変動値 ＋変動値

設定時間

初期青

時間 感 応 範 囲

限 度 青 時 間

１ Ｐ

１

可 変 （ 感 応 ） 階 梯 固定階梯 可変階梯 固定階梯

地点制御方式の場合は、－変動値を短

縮時間に、＋変動値を延長時間と読み

替える。
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終了した時点で歩進すること。

キ 感応階梯において、単位青時間計時の繰り返しにより計時が終了しない場合は、限度

青時間により歩進すること。

(8) 感応補正

系統動作を行っている場合において、感応階梯で延長又は短縮したときは、地点制御方

式の場合は指定された同期補正階梯で、集中制御方式の場合は次周期のスプリット配分で

同期補正を行うこと。

(9) リコール機能との競合

リコール機能のリコール現示と感応階梯が競合する場合には、リコール現示が呼び出さ

れているときのみ感応動作を行うこと。
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(10) ギャップ感応機能の動作例を図10.6に示す。

図10.6 ギャップ感応機能の動作例
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10.6 現示切替機能

集中制御方式指定時においては、現示切替プログラム等を実装して、現示方法を安全に切

り替えられること。

(1) 現示方法切替動作

遠隔動作時の中央装置からの「信号制御指令」によるステータス変更及び単独動作時の

パターン選択によるステータス変更

(2) 現示切替信号による現示方法の切替動作

現示切替信号による現示方法の切替動作は、次のとおりとする。

なお、現示方法には閃光を含むものとする。

ア 切替動作の開始

遠隔動作中は中央装置からの「信号制御指令」で指令された現示切替信号に対応した

ステータスを、単独動作中は当該時刻に対応したパターンで指令したステータスを、指

令後の第１階梯の立ち上がりから実行すること。

イ 切替動作の終了

遠隔動作中において、中央装置からの「信号制御指令」で現示切替信号の解除（標準

ステータス）を指令されたときは、指令受信後の第１階梯の立ち上がりから標準ステー

タスを実行すること。また、単独動作中は、実行中のパターンを終了し、次の第１階梯

の立ち上がりから新たなパターンを開始すると同時に標準ステータスを実行すること。

なお、実行中のステータスが閃光の場合は、指令受信後直ちに閃光を終了し、全現示

に対し約５秒間赤を表示した後、第１階梯から標準ステータスを実行すること。

ウ 現示切替信号と対応したステータス

現示切替信号とステータスの関係は、「Ｕ形交通信号制御機Ｕ形通信アプリケーション

規格」によること。

10.7 歩行者感応機能

歩行者感応プログラム及び歩行者感知受信回路等を実装し、多段動作中、遠隔動作中及び

単独動作中に歩行者感応動作ができること。

なお、歩行者感応動作とは、歩行者感知器からの歩行者感知信号により、横断歩道の両端

で歩行者が横断する状態を検出し、横断する歩行者の有無及び量に応じて感応階梯の表示時

間を切り替える動作をいい、その動作は、次のとおりとすること。

(1) インタフェース

歩行者感知信号のインタフェースは、「Ｐ１形インタフェース規格」によること。

(2) 歩行者感応動作の開始

本機能の開始は、次によること。

ア 多段動作中及び単独動作中

当該時刻が動作切替時限表に設定された歩行者感応動作開始時刻になったときは、直後の第１階

梯の立ち上がりから実行すること。

イ 遠隔動作中

中央装置からの「信号制御指令」の感応許可により、歩行者感応指令を受けた場合は、指令受信

後の第１階梯の立ち上がりから実行すること。
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(3) 歩行者感応動作の終了

本機能の終了は、次によること。

ア 多段動作中及び単独動作中

当該時刻が動作切替時限表に設定された歩行者感応動作終了時刻になったときは、直ちに動作を

終了すること。

イ 遠隔動作中

中央装置からの「信号制御指令」の感応許可により、歩行者感応解除指令を受けた場合は、解除

指令受信後直ちに動作を終了すること。

(4) 感応現示

ア 感応現示数

１現示とすること。

イ 感応階梯

１種類の感応階梯を持つこと。

なお、遠隔動作時及び単独動作時は、感応現示に対応したスプリットの可変階梯とすること。

ウ 短縮時間

１種類の短縮時間を持つこと。

なお、遠隔動作時及び単独動作時は、スプリットのマイナス変動値とすること。

エ 延長時間

１種類の延長時間を持つこと。

なお、遠隔動作時及び単独動作時は、スプリットのプラス変動値とすること。

オ 初期青時間

感応階梯の設定時間から、短縮時間を差し引いた時間を、初期青時間とすること。

カ 限度青時間

感応階梯の設定時間に、延長時間を加算した時間を、限度青時間とすること。

キ 横断歩行者量計数時間

１種類の横断歩行者量計数時間を持つこと。

ク 初期青時間、限度青時間及び横断歩行者量計数時間の関係を図10.7に示す。
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図10.7 感応階梯の初期青時間と限度青時間

(5) 横断歩行者量判定基準値

歩行者感知器からの感知信号により、横断歩行者の量の多少を判定するための横断歩行者量判定基

準値を、１％単位で１～99％の範囲に設定できること。

(6) 感応動作

ア 初期青歩進

初期青時間終了までに歩行者感知器からの感知信号を受信できなかったとき、感応階梯は、初期

青時間終了後、直ちに次の階梯に歩進すること。

イ 設定値歩進

横断歩行者量計数時間終了又は初期青時間終了までに歩行者感知器からの感知信号が受信でき、

横断歩行者の量が横断歩行者量判定基準値未満のときは、実行中の時限表の設定値で歩進すること。

ウ 限度青歩進

横断歩行者量計数時間終了までに歩行者感知器からの感知信号が受信でき、横断歩行者の量が横

断歩行者量判定基準値以上のときは、限度青時間終了後、直ちに次の階梯に歩進すること。

エ 感知器異常

歩行者感知器を異常と判定したときは、感応動作を行わないこと。

なお、遠隔動作時は中央装置へ感知器異常の送出が可能なこと。

(7) 感応補正

ア 多段動作中

系統動作を行っている場合において、感応階梯で延長又は短縮したときは、指定された同期補正

階梯で同期補正を行うこと。

イ 遠隔動作中及び単独動作中

－変動値 ＋変動値

初期青時間

設定時間

限度青時間

横断歩行者量計数時間

（初期青時間より短い）

感応階梯

１Ｐ

１

２Ｐ

２

固定階梯可変階梯

スプリット スプリット（スプリット基準値）

固定階梯

地点制御方式の場合は、－変動値を短

縮時間に、＋変動値を延長時間と読み

替える。
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感応補正が必要な場合は、次周期のスプリット配分で同期補正を行うこと。

(8) 高齢者等感応機能の併用

高齢者等感応機能が同時に指定された場合は、本項によるほか10.8項により動作すること。

なお、感応階梯の開始時点までに歩行者用押ボタン箱の高齢者等横断要求受付機能付き（以下「高

齢者等用押ボタン箱」という。）からの高齢者等感知信号を受信したときは、歩行者感応動作を行わ

ないこと。
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(9) 歩行者感応動作の例を図10.8に示す。

図10.8 歩行者感応動作の例
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歩 行 者 感 知

ＴＳ ＴＥ

感知なし

基 本 秒 数

１Ｐ

１

２Ｐ

２

設定時間(2PG)

歩 行 者 感 知

１Ｐ

１

２Ｐ

２

限度青時間(2PG＋TE)

歩 行 者 感 知

初期青時間(2PG－TS)
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10.8 高齢者等感応機能

高齢者等感応プログラム、高齢者等感応受信回路、高齢者等用押ボタン箱表示灯点灯回路

等を実装し、多段動作中、遠隔動作中及び単独動作中に高齢者等感応動作ができること。

なお、高齢者等感応動作とは、高齢者等要求信号の有無により感応階梯の表示時間を切り

替える動作をいい、その動作は、次のとおりとすること。

(1) 高齢者等感応動作の開始

本機能能の開始は、次によること。

ア 多段動作中及び単独動作中

当該時刻が動作切替時限表に設定された高齢者等感応動作開始時刻になったときは、直後の第１

階梯の立ち上がりから実行すること。

イ 遠隔動作中

中央装置からの「信号制御指令」の感応許可により、高齢者等感応の指令を受けた場合は、指令

受信後の第1階梯の立ち上がりから実行すること。

(2) 高齢者等感応動作の終了

本機能の終了は、次によること。

ア 多段動作中及び単独動作中

当該時刻が動作切替時限表に設定された高齢者等感応動作終了時刻になったときは、直ちに動作

を終了すること。

イ 遠隔動作中

中央装置からの「信号制御指令」の感応許可により、高齢者等感応解除指令を受けた場合は、解

除指令受信後直ちに動作を終了すること。

(3) 感応現示

ア 感応現示数

１現示とすること。

イ 高齢者等用青時間

１種類の高齢者等用青時間（以下「高齢者等青時間」という。）を持つこと。

(4) 高齢者等要求信号

ア 種類

高齢者等要求信号は、高齢者等用押ボタン箱からの信号とすること。

イ インタフェース

高齢者等要求信号のインタフェースは、「Ｐ１形インタフェース規格」又は「Ｐ４形インタフェー

ス規格」によること。

(5) 高齢者等要求信号の記憶

高齢者等要求信号を受信した場合において、高齢者等要求信号を記憶すること。

(6) 高齢者等要求信号の解除

高齢者等要求信号が記憶されている場合、高齢者等要求信号の記憶解除は、高齢者等横断用歩行者

青が表示されたときに行うこと。

(7) 高齢者等用押ボタン箱表示出力

ア 高齢者等用押ボタン箱表示灯点灯回路を実装し、高齢者等用押ボタン箱の確認表示灯及び取扱表

示灯の点灯信号が送出できること。
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イ 押ボタン箱表示出力信号は、「Ｐ６形インタフェース規格」によること。

(8) 感応動作

ア 感応階梯の開始時点で高齢者等要求信号が記憶状態の場合で、感応階梯の秒数が高齢者等青時間

未満のときは、高齢者等青時間を計時終了後歩進すること。

イ 感応階梯の開始時点で高齢者等要求信号が記憶状態の場合で、感応階梯の秒数が高齢者等青時間

以上のときは、実行中の時限表の設定値で歩進すること。

ウ 感応階梯の開始時点で高齢者等要求信号が記憶状態でない場合は、実行中の時限表の設定値で歩

進すること。

(9) 感応補正

ア 多段動作中

系統動作を行っている場合において、 感応階梯で高齢者等青時間に置き換えたときは、指定され

た同期補正階梯で同期補正を行うこと。

イ 単独動作中及び遠隔動作中

感応補正が必要な場合は、次周期のスプリット配分で同期補正を行うこと。

(10) 高齢者等用押ボタン箱点灯信号タイミング

高齢者等用押ボタン箱点灯信号の記号及び表示内容と意味は表10.15に、点灯信号の送出タイミン

グは表10.16によること。

表10.15 点灯信号の記号及び表示内容と意味

記号 表示内容 正式名称 意 味

ＰＬ３ おまちください 確認表示灯 高齢者等横断要求受付済み状態

ＰＬ４ おしてください 取扱表示灯 高齢者等横断要求待ち状態

表10.16 点灯信号送出タイミング

点 灯 条 件 点灯信号

高齢者等要求信号記憶 高齢者等横断用歩行者 ＰＬ３ ＰＬ４

有 青点滅又は赤表示 点灯 滅灯

無 青点滅又は赤表示 滅灯 点灯

有 青 表 示 点灯 滅灯

無 青 表 示 滅灯 点灯

(11) リコール機能との競合

リコール機能が同時に指定された場合は、本項によるほか10.4項により動作すること。
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(12) 高齢者等感応機能の動作例を図10.9に示す。

注(1) ＨＧ：高齢者等青時間

図10.9 高齢者等感応機能の動作例

10.9 連動親機機能

連動送出回路等を実装して周期信号を送出できること。

(1) インタフェース

周期信号は、「Ｐ７形インタフェース規格」によること。

(2) 周期信号の出力

周期信号は、階梯に対応して出力できること。

なお、次の場合には、周期信号の出力を行わないこと。

ア 異常閃光中

イ 手動閃光中

ウ 手動動作中

エ パターン選択による閃光中

オ 中央装置からの指令による閃光中

カ 中央装置からの指令による階梯保持中

１ Ｐ

１

２ Ｐ

２

要 求 な し要 求 Ａ

１ Ｐ

１

要 求 Ｂ
要 求 あ り

Ｈ Ｇ （ １ ）

２ Ｐ

２
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10.10 連動子機機能

連動子機プログラム及び連動受信回路等を実装して、多段動作中、単独動作中及び押ボタ

ン動作中に周期信号に同期した動作（連動動作）ができること。

(1) 周期信号

次のいずれかとすること。

ア 直流方式（ＡＢ連動）

線間直流電圧48Ｖの極性反転信号（「Ｐ７形インタフェース規格」）

イ 交流方式（Ｙ連動）

線間交流電圧90～110Ｖの断続信号（連動親機の黄信号表示の灯器回路出力）

（「Ｐ10形インタフェース規格」）

(2) 連動子機機能の実行

連動子機機能は、多段動作時、単独動作時及び押ボタン動作時に動作すること。

なお、当該時刻に対応したパターンにオフセット値が設定されているときも連動子機機能を実行し、

オフセット追従は行わないこと。

(3) 連動同期点

連動の同期点は２点又は１点で、次のとおりとすること。

ア 直流方式（ＡＢ連動）は、周期信号の反転時点

イ 交流方式（Ｙ連動）は、周期信号の受信時点

(4) 連動オフセット

同期点からのオフセットを設定できること。

(5) 周期信号の監視

周期信号を監視し、次の場合は連動異常とし連動動作を中止すること。

ア 直流方式

周期信号が無電圧又は極性が周期監視時間内に変化しないとき。

イ 交流方式

周期信号が約１秒間の断続信号となったとき又は周期監視時間内に変化しないとき。

(6) 連動異常信号の送出

タイマ異常、Ｇ－Ｇ異常、ＭＰＵ異常又は連動異常を検出したときは入出力端子へ連動異常信号を

出力すること。

連動異常信号のインタフェースは、「Ｐ１形インタフェース規格」によること。

(7) 連動子機動作

ア 同期階梯以外の動作

実行中の時限表の設定値で歩進すること。

イ 同期階梯の動作

同期階梯に対応した周期信号の同期点から連動オフセットを計時し、計時完了時に最短時間の計

時を完了しているときは、直ちに歩進すること。

なお、押ボタン動作時は、計時完了時に現示要求信号が記憶状態で最短時間の計時を完了してい

るときに、直ちに歩進すること。
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ウ 直流方式（ＡＢ連動）子機機能の動作例を図10.10に示す。

図10.10 直流方式（ＡＢ連動）子機機能の動作例

10.11 分周期連動子機機能

分周期連動子機プログラム及び連動受信回路等を実装して、多段動作中及び押ボタン動作

中に周期信号に同期した動作（連動動作）ができること。

(1) 周期信号

次のいずれかとすること。

ア 直流方式（ＡＢ連動）

線間直流電圧48Ｖの極性反転信号（「Ｐ７形インタフェース規格」）

イ 交流方式（Ｙ連動）

線間交流電圧90～110Ｖの断続信号（連動親機の黄信号表示の灯器回路出力）

（「Ｐ10形インタフェース規格」）

(2) 連動子機機能の実行

連動子機機能は、多段動作時は、１／２又は２／３のいずれかの設定された分周比で、押ボタン動

作時は、１／２の分周比で動作すること。

なお、当該時刻に対応したパターンにオフセット値が設定されているときも連動子機機能を実行し、

10１ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９

１Ｐ

１

２Ｐ

２

周期

信号
ＡＢＡ

【親機側】
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連動オフセット２
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１Ｐ

１

２Ｐ
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10９

【子機側】
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オフセット追従は行わないこと。

(3) 連動同期点

連動の同期点は１点で、次のとおりとすること。

ア 直流方式（ＡＢ連動）は、周期信号ＡからＢへの変化時点を基準とし、設定された分周比に対応

した時点。

イ 交流方式（Ｙ連動）は、周期信号の受信時点を基準とし、設定された分周比に対応した時点。

(4) 連動オフセット

同期点からのオフセットを設定できること。

(5) 周期信号の監視

周期信号を監視し、次の場合は連動異常とし連動動作を中止すること。

ア 直流方式

周期信号が無電圧又は極性が周期監視時間内に変化しないとき。

イ 交流方式

周期信号が約１秒間の断続信号となったとき又は周期監視時間内に変化しないとき。

(6) 連動異常信号の送出

タイマ異常、Ｇ－Ｇ異常、ＭＰＵ異常又は連動異常を検出したときは入出力端子へ連動異常信号を

出力すること。

連動異常信号のインタフェースは、「Ｐ１形インタフェース規格」によること。

(7) 親周期の監視

周期信号の周期時間を監視し、分周期連動実行閾値未満の場合は分周期連動子機動作を中止し、標

準連動子機動作を実行すること。

(8) 分周期連動子機動作

ア 同期階梯以外の動作

実行中の時限表の表示時間で歩進すること。

イ 同期階梯の動作

同期階梯に対応した周期信号の同期点から連動オフセットを計時し、計時完了時に最短時間の計

時を完了しているときは、直ちに歩進すること。

なお、押ボタン動作時は、計時完了時に現示要求信号が記憶状態で最短時間の計時を完了してい

るときに、直ちに歩進すること。
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ウ １／２周期直流方式（ＡＢ連動）子機機能の動作例を図10.11に示す。

図10.11 １／２周期直流方式（ＡＢ連動）子機機能の動作例

10.12 高速感応機能

高速感応プログラム並びに感応受信回路等を実装して、多段動作中、遠隔動作中及び単独

動作中に高速感応動作ができること。

なお、高速感応動作とは、速度型車両感知器からの速度情報により速度閾値を越えた走行

時間（以下「高速走行車両」という。）を検出したときに、感応階梯の表示時間を短縮又は延長

させる動作をいい、その動作は次のとおりとすること。

(1) 高速感応動作の開始

本機能の開始は、次によること。

ア 多段動作中及び単独動作中

当該時刻が動作切替時限表に設定された高速感応動作開始時刻になったときは、直後

の第1階梯の立ち上がりから実行すること。
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イ 遠隔動作中

中央装置からの「信号制御指令」の感応許可により、高速感応の指令を受けた場合は、

指令受信後の第１階梯の立ち上がりから実行すること。

(2) 高速感応動作の終了

本機能の終了は、次によること。

ア 多段動作中及び単独動作中

当該時刻が動作切替時限表に設定された高速感応動作終了時刻になったときは、直ち

に動作を終了すること。

イ 遠隔動作中

中央装置からの「信号制御指令」の感応許可により、高速感応解除を受けた場合は、

解除指令受信後直ちに動作を終了すること。

(3) 感応現示

ア 感応現示数

１現示とすること。

イ 青短縮用感応階梯

１種類の青短縮用感応階梯を持つこと。

なお、遠隔動作時及び単独動作時は、青短縮に対応したスプリットの可変階梯とする

こと。

ウ 赤延長用感応階梯

１種類の赤延長用感応階梯を持つこと。

なお、遠隔動作時及び単独動作時は、赤延長に対応したスプリットの可変階梯とする

こと。

エ 短縮時間

青短縮用感応階梯に対して１種類の短縮時間を持つこと。

なお、遠隔動作時及び単独動作時はスプリットのマイナス変動値とすること。

オ 延長時間

赤延長用感応階梯に対して１種類の延長時間を持つこと。

なお、遠隔動作時及び単独動作時はスプリットのプラス変動値とすること。

カ 初期青時間

青短縮用感応階梯の設定時間から、短縮時間を差し引いた時間を、初期青時間とする

こと。

キ 赤延長限度時間

赤延長用感応階梯の設定時間に、延長時間を加算した時間を、赤延長限度時間とする

こと。

(4) 感知器距離

交差点と各車両感知器間の設置距離（以下「感知器距離」という。）を、１ｍ単位で１

～999ｍの範囲に設定できること。

(5) 速度閾値範囲

高速走行車両を検出するための速度閾値を、１km/h単位で40～99km/hの範囲に設定でき

ること。
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(6) 高速走行車接近

高速走行車両を検出したときは、 感 知器距離を120km/hで除して得られる時間から当該車

両を停止させるために必要な時間を減じた時間を経過後、高速走行車接近と判定すること。

(7) 青短縮用感応階梯での動作

青短縮用感応階梯の開始時点から初期青時間を計時し、次のとおり動作すること。

ア 初期青時間計時中に高速走行車接近と判定したときは、無視すること。

イ 初期青時間計時終了後で感応階梯の表示時間を計時中に高速走行車接近と判定したと

きは、直ちに歩進すること。

ウ 感応階梯において青短縮動作を行った場合において、指定された階梯（歩行者青点滅、

黄及び全赤階梯を除く。）は、１秒で歩進させること。

(8) 赤延長用感応階梯での動作

赤延長用感応階梯は、次のとおり動作すること。

ア 感応階梯の延長受付時間帯内に高速走行車両を検出したときは、検出時点から感知器

距離を速度閾値で除して得られる時間以上、対象車両側の赤灯色を保持するように当該

階梯を延長すること。

イ 赤延長限度時間の計時が終了するまで高速走行車両を連続して検出しているときは、

赤延長限度時間の計時が終了した時点で階梯を歩進すること。

(9) 感応補正

系統動作を行なっている場合において、高速感応動作を実行した場合は、オフセット追

従で同期補正を行うこと。
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(10) 高速感応機能の動作例を図10.12に示す。

図10.12 高速感応機能の動作例

感 応 範 囲
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２Ｐ
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ＴＳ１：青短縮用階梯の短縮時間（－変動値）

ＴＥ２：赤延長用階梯の延長時間（＋変動値）
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10.13 ジレンマ感応機能

ジレンマ感応プログラム並びに感応受信回路等を実装して、多段動作中、遠隔動作中及び単独動作中

にジレンマ感応動作ができること。

なお、ジレンマ感応動作とは、車両速度と感知器距離から予測されるジレンマ領域の車両走行時間を

計算し、感応階梯の表示時間を短縮又は延長させる動作をいい、その動作は、次のとおりとする。

(1) ジレンマ感応動作の開始

本機能の開始は、次によること。

ア 多段動作中及び単独動作中

動作切替時限表に設定されたジレンマ感応動作「入」の時刻になった場合は、直後の第１階梯の立

ち上がりから実行すること。

イ 遠隔動作中

中央装置からの「信号制御指令」の感応許可により、ジレンマ感応の指令を受けた場合は、指令受

信後の第１階梯の立ち上がりから実行すること。

(2) ジレンマ感応動作の終了

本機能の終了は、次によること。

ア 多段動作中、単独動作中

動作切替時限表に設定されたジレンマ感応動作「切」の時刻になった場合は、直ちに動作を終了す

ること。

イ 遠隔動作中

中央装置からの「信号制御指令」の感応許可により、ジレンマ感応解除を受けた場合は、解除指令

受信後直ちに動作を終了すること。

(3) 感応現示

ア 感応現示数

最大１現示とする。

イ 感応階梯

多段動作中は、感応現示に対して１つの感応階梯を持つこと。

遠隔動作中、単独動作中は、感応現示に対応したスプリットの可変階梯とすること。

ウ 短縮時間

多段動作中は、感応階梯に対して１つの短縮時間を持つこと。

遠隔動作中、 単独動作中は、スプリットのマイナス変動値とすること。

エ 延長時間

多段動作中は、感応階梯に対して１つの延長時間を持つこと。

遠隔動作中、 単独動作中は、スプリットのプラス変動値とすること。

オ 初期青時間

多段動作中は、感応階梯の設定時間から、短縮時間を差し引いた時間を、初期青時間とすること。

遠隔動作中、単独動作中は、感応階梯の設定時間から、スプリットのマイナス変動値を差し引いた

時間を、初期青時間とすること。

カ 限度青時間

多段動作中は、感応階梯の設定時間に、延長時間を加算した時間を、限度青時間とすること。

遠隔動作中、単独動作中の限度青時間は、感応階梯の設定時間に、スプリットのプラス変動値を加
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算した時間を、限度青時間とすること。

(4) ジレンマ領域

ジレンマ領域は、感知器距離と車両走行速度から算出できること。

なお、指定によりジレンマ領域を設定できること。

(5) 感知器距離

個々の車両がジレンマ領域に存在するかしないかの判定を行うため、感知器距離を停止線から概ね

150ｍ以下の１ｍ単位で設定できること。

(6) 感応動作

感応階梯の開始時点から初期青時間及び限度青時間の計時を開始し、次のとおり動作すること。

ア 初期青時間計時終了後ジレンマ領域に車両が存在しないときは、直ちに歩進すること。

イ 初期青時間計時終了後で限度青時間を計時中にジレンマ領域に車両が存在するときは、階梯を保持

すること。

ウ イ項の条件が延長限度終了時点まで連続したときは、延長限度終了時点で歩進すること。
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エ ジレンマ感応動作の例を図10.13に示す。

図10.13 ジレンマ感応動作の例

(7) 感応補正

系統動作を行っている場合において、感応階梯で延長又は短縮したとき、遠隔動作中及び単独動作

中は、次周期のスプリット配分で同期補正を行うこと。

多段動作中は指定された同期補正階梯で同期補正を行うこと。

(8) ジレンマ感応の自動開始判定

実行時間帯の範囲で感応動作を自動的に停止又は開始できること。

感 応 範 囲

１Ｐ

１

２Ｐ

初期青時間終了時点で歩進

２

限度青時間

初期青時間
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２Ｐ

２

車 両 存 在 Ａ

１Ｐ

１

２Ｐ

２

車 両 存 在 Ｂ

ＴＳ ＴＳ：－変動値（短縮時間）

ＴＥ：＋変動値（延長時間）
ＴＥ

車両存在 なしで 歩進
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ア 判定サイクル数

停止判定サイクル数（ｎサイクル）及び再開判定サイクル数（ｍサイクル）を設定できること。

イ 停止

限度歩進がｎサイクル連続したときは、感応動作を停止すること。

また、感応動作開始の１サイクル目に限度歩進したときは、感応動作を停止すること。

ウ 開始

停止を検出した後、ｍサイクル目に感応動作を実行し、限度歩進でないときは、感応動作を再開す

ること。

エ ｍ＝５、ｎ＝３とした場合の感応動作実行及び停止の例を図10.14に示す。

図10.14 ジレンマ感応動作の実行及び停止の例

10.14 バス感応機能

バス感応プログラム及び感応受信回路等を実装して、多段動作中、遠隔動作中及び単独動作中にバス

感応動作ができること。

なお、バス感応動作とは、バス感知信号により感応階梯の表示時間を延長又は短縮させる動作をいい、

その動作は次のとおりとする。

(1) バス感応動作の開始

本機能の開始は、次によること。

サイクル

停止中 実行中

（サイクル）

停止 停止 再開

ｎ ｍ ｍ

備考 ○は限度歩進を示す。

停止中実行中
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ア 多段動作中、単独動作中

動作切替時限表に設定されたバス感応動作「入」の時刻になった場合は、直後の第１階梯の立ち上

がりから実行すること。

イ 遠隔動作中

中央装置からの「信号制御指令」の感応許可により、バス感応の指令を受けた場合は、指令受信後

の第１階梯の立ち上がりから実行すること。

(2) バス感応動作の終了

本機能の終了は、次によること。

ア 多段動作中、単独動作中

動作切替時限表に設定されたバス感応動作「切」の時刻になった場合は、直ちに動作を終了するこ

と。

イ 遠隔動作中

中央装置からの「信号制御指令」の感応許可により、バス感応解除を受けた場合は、解除指令受信

後直ちに動作を終了すること。

(3) 感応現示

ア 感応現示数

最大２現示とする。

イ 青延長用感応階梯

多段動作中は、各感応現示ごとに青延長用感応階梯を持つこと。

遠隔動作中及び単独動作中は、各感応現示ごとに、１種類の青延長用感応階梯を持つこと。

なお、青短縮用感応階梯は、青延長に対応したスプリットの可変階梯とすること。

ウ 延長時間

多段動作中は、各青延長用感応階梯ごとに、１つの延長時間を持つこと。

遠隔動作中及び単独動作中は、各青延長用感応階梯ごとに、１種類の延長時間を持つこと。

なお、延長時間は、スプリットのプラス変動値とすること。

エ 赤短縮用感応階梯

多段動作中は、各感応現示ごとに、赤短縮用感応階梯を持つこと。

遠隔動作中及び単独動作中は、各感応現示ごとに、１種類の赤短縮用感応階梯を持つこと。

なお、短縮用感応階梯は、赤短縮に対応したスプリットの可変階梯とすること。

オ 短縮時間

多段動作中は、各赤短縮用感応階梯ごとに、１つの短縮時間を持つこと。

遠隔動作中及び単独動作中は、各赤短縮用感応階梯ごとに、１種類の短縮時間を持つこと。

なお、短縮時間は、スプリットのマイナス変動値とすること。

カ 走行時間

各感応現示ごとに、２流入路の走行時間を持つこと。
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(4) 車両青時間

車両青時間は、当該時刻に実行している時限表の感応階梯から車両黄表示の前の階梯までの表示時

間を加えた時間とする。

(5) 受付範囲と禁止範囲

各感応現示ごとに、延長受付範囲、短縮受付範囲及び短縮禁止範囲を、次のように求めること。

ア 延長受付範囲

車両青時間から走行時間を差し引いた時間を計算し、青延長用感応階梯の開始時点からこの時間を

経過した時点を延長基準点とする。この延長基準点を起点として延長時間分を加算した範囲を、延長

受付範囲とする。

イ 短縮受付範囲

延長受付範囲の終わりを起点とし、赤短縮用感応階梯の終了までを、短縮受付範囲とする。

ウ 短縮禁止範囲

車両青時間から走行時間と短縮時間を差し引いた時間を計算し、青延長用感応階梯の開始時点から

この時間を経過した時点を短縮基準点とする。この短縮基準点から延長基準点までを、短縮禁止範囲

とする。

(6) 感応動作

ア 青延長用感応階梯で当該現示のバス感知信号（以下「バス感知信号」という。）の受信がないとき

は、実行している時限表の設定時間で歩進すること。

イ 青延長用感応階梯で延長受付範囲前にバス感知信号を受信し、延長受付範囲で新たなバス感知信

号の受信がないときは、実行している時限表の設定時間で歩進すること。

ウ 延長受付範囲内でバス感知信号を受信したときは、延長基準点からバス感知信号受信までの時間、

青延長用感応階梯で延長すること。

エ 短縮受付範囲でバス感知信号の受信がないときは、赤短縮用感応階梯は実行している時限表の設

定時間で歩進すること。

オ 短縮受付範囲で赤短縮用感応階梯の設定時間から短縮時間を差し引いた時点までにバス感知信号

を受信したときは、赤短縮用感応階梯は設定時間から短縮時間を差し引いた時間で歩進すること。

カ 短縮受付範囲で赤短縮用感応階梯の設定時間から短縮時間を差し引いた時点を起点として、設定

時間終了までにバス感知信号を受信したときは、赤短縮用感応階梯は直ちに歩進すること。

キ 青延長用感応階梯と他の現示の赤短縮用感応階梯が同一階梯の場合で、延長と短縮が競合したと

きは、延長を優先すること。

ク 青延長用感応階梯と他の現示の赤短縮用感応階梯が同一階梯の場合で、短縮禁止範囲に当該現示

のバス感知信号を受信したときは、短縮しないこと。

(7) 感応補正

系統動作を行っている場合において、感応階梯で延長又は短縮したとき、遠隔動作中単独動作中、

次周期のスプリット配分で同期補正を行うこと。

多段動作中は、指定された同期補正階梯で同期補正を行うこと。
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(8) バス感応動作の例を図10.15に示す。

図10.15 バス感応動作（１方向のみ）の例
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10.15 地点感応機能

地点感応プログラム、感知器受信回路、リコール受信回路及び押ボタン箱表示点灯回路等を実装して、

多段動作中に地点感応動作ができること。

なお、地点感応動作は、リコール用車両感知器及び歩行者用押ボタン箱からの現示要求信号により

現示を呼び出すリコール動作とともに、車両感知器信号により感応階梯の表示時間を延長又は短縮す

る感応動作をいう。

(1) 地点感応動作の開始

多段動作中において、動作切替時限表に設定された地点感応動作「入」の時刻になった場合は、直

後の第１階梯の立ち上がりから実行すること。

開始時の動作

地点感応動作を開始したサイクルは、すべての要求信号を受信したものとして動作すること。

(2) 地点感応動作の終了

多段動作中において、動作切替時限表に設定された地点感応動作「切」の時刻になった場合は、直

ちに動作を終了すること。

ア 終了時の動作

地点感応動作を終了するサイクルは、地点感応動作「切」の時刻になった時点で、すべての要求信

号を受信したものとして動作すること。

(3) 地点感応動作のリコール現示数

地点感応動作が呼び出せるリコール現示数は、３現示とする。

(4) 地点感応動作の感応現示数

ア 感応現示数

最大４現示とする。

イ 感応階梯

感応現示に対して１つの感応階梯を持つこと。

ウ 短縮時間

感応現示に対して１つの短縮時間を持つこと。

エ 延長時間

感応現示に対して１つの延長時間を持つこと。

オ 初期青時間

感応階梯の設定時間から、短縮時間を差し引いた時間を、初期青時間とすること。

カ 限度青時間

感応階梯の設定時間に、延長時間を加算した時間を、限度青時間とすること。

キ 単位青時間

感応階梯ごとに上り下り各１種類の単位青時間を持つこと。

(5) リコール動作用現示要求信号

リコール用車両感知器及び歩行者用押ボタン箱からの現示リコール用の信号を現示要求信号とい

う。

ア インタフェース

現示要求信号のインタフェースは、「Ｐ１形インタフェース規格」及び「Ｐ４形インタフェース規

格」によること。
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イ 現示要求信号の記憶

現示要求信号を受信した場合は、現示要求信号に対応したリコール現示が呼び出されている場合を

除き、現示要求信号を記憶すること。

ウ 現示要求信号の解除

現示要求信号が記憶されている場合は、現示要求信号に対応したリコール現示を呼び出し、現示要

求信号の記憶をリセットすること。ただし、歩行者要求の記憶解除は、要求に対応したリコール現

示の歩行者青が表示されたときに行い、車両要求の記憶解除は、要求に対応したリコール現示の車両

青が表示されたときに行うこと。

(6) 感応動作用感知信号

車両感知器信号のインタフェースは、「Ｐ１形インタフェース規格」によること。

(7) 歩行者用押ボタン箱表示灯出力

現示要求信号に歩行者用押ボタンが指定された場合は、押ボタン箱表示灯点灯回路を実装し、表示

灯の点灯信号が送出できること。

なお、押ボタン箱点灯信号の記号及び表示内容と意味は表10.17に、点灯信号は現示ごとに独立して

送出し、タイミングは表10.18によること。

ア 点灯信号の種類

歩行者用押ボタン箱の確認表示灯及び取扱表示灯の点灯信号が送出できること。

イ インタフェース

「Ｐ６形インタフェース規格」によること。

表10.17 点灯信号の記号及び表示内容と意味

記号 表示内容 正式名称 意 味 用途

ＰＬ１ おまちください 確認表示灯 横断要求受付済み状態 リコール

ＰＬ２ おしてください 取扱表示灯 横断要求待ち状態 現示１用

ＰＬ３ おまちください 確認表示灯 横断要求受付済み状態 リコール

ＰＬ４ おしてください 取扱表示灯 横断要求待ち状態 現示２用

ＰＬ５ おまちください 確認表示灯 横断要求受付済み状態 リコール

ＰＬ６ おしてください 取扱表示灯 横断要求待ち状態 現示３用

表10.18 地点感応機能の歩行者用押ボタン箱点灯信号送出タイミング

条件 歩行者用押ボタン箱点灯信号

リコール要求記憶 歩行者灯表示 確認表示灯 取扱表示灯

有 青点滅又は赤表示 点灯 滅灯

無 青点滅又は赤表示 滅灯 点灯

無 青表示 滅灯 滅灯
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(8) リコール動作

リコール動作は、10.4.2 リコール２機能と同様の動作とする。

(9) 感応動作

感応動作は、10.5 ギャップ感応機能と同様の動作とする。

10.16 自動生成機能

車両感知器からの情報に基づいて、車両感知器ごとに単位時間における交通量並びに占有時間を算出

するとともに、サイクル及びスプリットの自動生成を行う。

遠隔動作中は、それらの情報を中央装置へ送出できること。

なお、サイクル及びスプリットの処理方法については、「Ｕ形集中制御用交通信号制御機アルゴリズム

規格」によること。

10.17 ＦＡＳＴ感応機能

ＦＡＳＴ感応プログラムを実装し、遠隔動作中及び単独動作中にＦＡＳＴ感応動作ができること。

なお、ＦＡＳＴ感応動作とは、ＦＡＳＴ信号指令（緊急車両接近情報と緊急車両通過情報）を受信

し、緊急車両を優先する様に感応階梯（延長階梯及び短縮階梯）の表示時間をあらかじめ設定した

置換時間に置き換える動作をいい、その動作は、次のとおりとする。

(1) ＦＡＳＴ感応動作の開始

本機能の開始は、次によること。

ア 遠隔動作中

遠隔動作中において、中央装置からの「信号制御指令」の感応許可により、ＦＡＳＴ感応の指令を

受けた場合は、指令受信後の第１階梯の立ち上がりから実行すること。

イ 単独動作中

単独動作中において、当該時刻がＦＡＳＴ感応機能の動作切替時限表に設定された実行開始時刻に

なったときは、直後の第１階梯の立ち上がりから実行すること。

(2) ＦＡＳＴ感応動作の終了

本機能の終了は、次によること。

ア 遠隔動作中

遠隔動作中において、中央装置からの「信号制御指令」の感応許可により、ＦＡＳＴ感応解除を受

けた場合は、解除指令受信後直ちに動作を終了すること。

イ 単独動作中

単独動作中において、当該時刻がＦＡＳＴ感応機能の動作切替時限表に設定された実行終了時刻に

なったときは、直ちに動作を終了すること。

(3) 感応現示

ア 感応現示数

感応階梯（延長階梯及び短縮階梯）を最大３現示設定できること。

イ 延長階梯

延長階梯は、感応現示に対応した１つの階梯を指定できること。

ウ 短縮階梯

短縮階梯は、感応現示に対応したスプリットの可変階梯を指定できること。
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エ 置換時間

各延長階梯及び短縮階梯ごとに１種類の置換時間を設定できること。

オ 保証青時間

保証青時間は、短縮階梯の表示時間を保証する為のもので、短縮階梯ごとに設定できること。

カ 設定時間、保証青時間及び置換時間の関係を、図10.16に示す。

図10.16 感応階梯の設定時間と保証青時間及び置換時間

(4) ＦＡＳＴ信号の生成

ア 中央装置からの「ＦＡＳＴ信号指令」の緊急車両接近情報と緊急車両通過情報から方路ごとの連

続したＦＡＳＴ信号を生成すること。

イ 各ＦＡＳＴ信号は、緊急車両接近情報受信で信号有りにし、緊急車両通過情報受信で信号無しに

すること。

ウ 各ＦＡＳＴ信号には、タイムアウト機能を設け、設定されたタイムアウト時間が経過した場合に

は、ＦＡＳＴ信号を無しにすること。

(5) ＦＡＳＴ信号の優先処理

感応階梯に複数のＦＡＳＴ信号が割付られている場合、複数のＦＡＳＴ信号を生成した場合には、

先に生成したＦＡＳＴ信号を優先すること。

(6) 感応動作

ア ＦＡＳＴ信号が生成されていない場合は、何もしないこと。

イ 延長階梯で当該のＦＡＳＴ信号が有りの場合は、延長用の置換時間に置き換えて、延長動作に入

ること。

なお、設定時間と置換時間は並行計時すること。

ウ 延長動作中に当該のＦＡＳＴ信号が無しになった場合は、直ちに設定時間に戻す。その際、設定

時間に達していない場合には、設定時間の計時が終了した時点で歩進すること。

延長階梯 短縮階梯

１Ｐ

１

２Ｐ

２

スプリット（スプリット基準値）

可変階梯 固定階梯

スプリット

可変階梯 固定階梯

保 証
青 時 間

設定時間

置換時間置換時間

設定時間
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また、既に設定時間の計時が終了している場合には、直ちに歩進すること。

エ 短縮階梯で、当該でないＦＡＳＴ信号が有りの場合は、短縮用の置換時間に置き換えて、短縮動

作に入ること。

なお、時間、保証青時間、置換時間は並行計時すること。

オ 短縮用の置換時間の計時が終了した場合は、直ちに歩進すること。ただし、保証青時間の計時が

終了していなければ計時が終了した時点で歩進すること。

カ 短縮動作中に当該でないＦＡＳＴ信号が無しになった場合は、直ちに設定時間に戻すこと。その

際、設定時間に達していない場合には、設定時間の計時が終了した時点で歩進すること。また、既

に設定時間の計時が終了している場合には、直ちに歩進すること。

(7) 感応補正

系統動作を行っている場合において、ＦＡＳＴ感応動作を実行した場合は、オフセット追従動作で

同期補正を行うこと。

(8) リコール機能との併用

リコール動作を行っている場合において、ＦＡＳＴ信号が有りになったときは、直ちにリコール動

作を中断し、ＦＡＳＴ感応動作を実行すること。

(9) 他の感応機能との併用

高齢者等感応機能を除く他の感応動作を行っている場合において、ＦＡＳＴ信号が有りになったと

きは、直ちに他の感応動作を中断し、ＦＡＳＴ感応動作を実行すること。

(10) 高齢者等感応機能との併用

高齢者等感応機能が同時に指定された場合は、本項によるほか10.8項により動作すること。

なお、高齢者等感応の感応状態とＦＡＳＴ信号の生成タイミングの違いによって、次の様に動作す

ること。

ア 高齢者等要求信号を記憶状態で高齢者等横断用歩行者青が表示されていない場合、ＦＡＳＴ信号

が有りになったときは、高齢者等横断用歩行者青を表示しないこと。

ただし、この機能は別途指定されている場合に限る。

イ 高齢者等要求信号を記憶状態でなく高齢者等横断用歩行者青が表示されていない場合、ＦＡＳＴ

信号が有りになったときは、高齢者等感応動作を中断すること。

ウ 高齢者等横断用歩行者青が表示されている場合、ＦＡＳＴ信号が有りになったときは、高齢者等

感応の感応階梯の終了時点まで高齢者等感応動作を継続すること。

感応階梯終了後は、ア又はイの動作を行うこと。

10.18 タイムスイッチ機能

24時間のタイムスイッチ機能を実装して、次のいずれかの動作ができること。

10.18.1 押ボタン動作と定周期動作の切替

(1) 押ボタン動作から定周期動作への切替

押ボタン動作中において、定周期動作への切替時刻になった場合は、直ちに現示要求信

号を受信したものとし、定周期動作を開始すること。

(2) 定周期動作から押ボタン動作への切替

定周期動作中において、押ボタン動作への切替時刻になった場合は、直ちに押ボタン動

作を開始すること。

75



10.18.2 押ボタン動作と閃光動作の切替

(1) 押ボタン動作から閃光動作への切替

押ボタン動作中において、閃光動作への切替時刻になった場合は、直ちに最終階梯まで

歩進し、最終階梯終了後、閃光動作を開始すること。

(2) 閃光動作から押ボタン動作への切替

閃光動作中において、押ボタン動作への切替時刻になった場合は、全灯器に対し約５秒

間赤を表示した後、第１階梯から押ボタン動作を開始すること。

10.18.3 歩行者青階梯表示時間の切替

押ボタン動作中において、歩行者青階梯表示時間切替「入」の時刻になった場合は、歩行

者青階梯を別途設定した表示時間に移行すること。

また、歩行者青階梯表示時間切替「切」の時刻になった場合は、通常の表示時間に戻るこ

と。

10.19 ＤＳＳＳ信号情報出力機能

ＤＳＳＳ信号情報出力プログラム及びＳ10形端末通信部を実装して、ＤＳＳＳ信号情報出

力動作ができること。

なお、ＤＳＳＳ信号情報出力動作とは、ＤＳＳＳ信号情報、信号動作状態情報及び灯色信

号情報を作成し、ＩＴＳ無線路側機等に送出する動作をいい、その動作は、 次のとおりと

する。

10.19.1 ＤＳＳＳ信号情報の送信

(1) 出力の開始と終了

遠隔動作又は単独動作に移行した場合は、第１階梯の立ち上がりから出力を開始するこ

と。

異常閃光、手動閃光、手動動作及び保安動作に移行した場合は、直ちに信号灯色及び信

号予定秒数を不明としたＤＳＳＳ信号情報を送信し、該当動作が終了するまで以降の出力

を停止すること。

遠隔動作による階梯保持を開始した場合、及びＦＡＳＴ感応機能により延長動作もしく

は短縮動作を開始した場合は、直ちに信号予定秒数を不明としたＤＳＳＳ信号情報を送信

すること。ただし、灯色信号情報の送信は継続すること。

(2) 出力内容

ＤＳＳＳ信号情報は、「路車協調型ＤＳＳＳ用交通信号制御機通信アプリケーション規

格」に規定された情報とすること。

実行サイクル中の信号予定情報は、追従動作及び感応補正動作を実行した信号秒数を出

力すること。また、実行中灯色の残秒数は、ＤＳＳＳ信号情報を情報中継・判定装置又は

ＩＴＳ無線路側機に登録完了するまでの、あらかじめ確定された定常的な遅延時間（通信

遅延時間、処理遅延時間等）を補正した秒数とすること。

なお、感応制御を実行している場合は、その感応幅に基づいて、最小残秒数、最大残秒

数を算出すること。感応秒数が確定した場合は、直ちに確定した信号秒数を出力すること。

次サイクルの信号予定情報は、下記のとおりとすること。

ア 最小残秒数は最短監視時間に基づいて算出すること。ただし、歩行者横断時間の確保
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等のための下限値が別途指定されている場合は、これに基づいて算出すること。

イ 最大残秒数は最長監視時間に基づいて算出すること。

ウ 次サイクルのステータスが確定するまでは、現在のステータスが継続するものとして

情報を作成すること。

なお、特に指定された場合は、歩行者灯器情報を出力できること。

(3) 出力タイミング

ＤＳＳＳ信号情報の出力タイミングは、下記のイベントの発生時とすること。

ア 第１階梯の立ち上がり

イ 所定周期

通常の所定周期は１秒以下とすること。ただし、感応制御を実行している場合は500ms

以下とすること。

ウ 感応制御によって信号秒数が確定した時点

エ 動作モード遷移時

10.19.2 信号動作状態情報の送信

(1) 出力の開始と終了

信号動作状態情報は、動作の種類によらず送信すること。

(2) 出力内容

信号下位装置へ送信する信号動作状態情報と同様の情報を、情報中継・判定装置又はＩ

ＴＳ無線路側機に出力すること。なお、信号動作状態情報は、「路車協調型ＤＳＳＳ用交

通信号制御機通信アプリケーション規格」によること。

(3) 出力タイミング

信号動作状態情報の出力タイミングは、下記のイベントの発生時とすること。

ア 端末操作（開始時と終了時）

イ 現示状態（変更時）

ウ 階梯番号（変化時）

エ 停電（発生時と復旧時。ただし、本情報は登録予備）

オ 滅灯要求（開始時と終了時。ただし、本情報は登録予備）

カ 調光中（開始時と終了時。ただし、本情報は登録予備）

キ 連動子機異常（発生時と復旧時。ただし、本情報は登録予備）

ク 時計異常（発生時と復旧時）

ケ ＭＰＵ異常（発生時と復旧時）

コ 動作異常（発生時と復旧時）

サ 灯色１Ｇ（開始時と終了時）

シ 時刻修正実行（実行時）

ス 読取実行（実行時）

セ 中央指令不可（信号制御指令１又は信号制御指令２の受信時で、その情報がエラーで

あった場合）

ソ 中央指令受信（信号制御指令１又は信号制御指令２の受信時で、その情報が正常であ

った場合）

タ 遠隔動作中（開始時と終了時）
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10.19.3 灯色信号情報の送信

(1) 出力の開始と終了

灯色信号情報は、異常閃光、保安動作を除き、動作の種類によらず送信すること。

(2) 出力内容

本装置の灯器出力（Ｐ10形又はＰ11形インタフェース）が出力する灯色信号の出力動作

を、シリアル通信に変換し、ＤＳＳＳ信号情報、信号動作状態情報とは異なる独立したＳ

10形回線を用いてＩＴＳ無線路側機に出力すること。出力する灯色信号情報の情報内容は、

「路車協調型ＤＳＳＳ用交通信号制御機通信アプリケーション規格」によること。

なお、出力対象の灯器は、車両通行可を示す全ての灯色（青丸灯器、青矢灯器）とする

こと。

(3) 出力タイミング

灯色信号情報の出力タイミングは、下記のイベントの発生時とすること。

ア 出力対象のいずれかの灯器出力の変化時

イ 所定周期

送信周期は500ms以下とすること。

10.20 プロファイル制御機能

プロファイル制御機能を実装して、地点制御方式の場合は多段動作中に、集中制御方式の

場合は遠隔動作中及び単独動作中に、プロファイル制御動作ができること。

なお、プロファイル制御動作とは、流入リンクの主要な車両感知器等から得られる交通量

等の情報と制御機間で交換される情報とに基づいて、現在から１サイクル以上未来各流入リ

ンクの交通量等の交通状況を予測し、その予測等に基づいて、交通渋滞等の度合いを示す評

価指標が最小となるような最適な青時間を決定する動作をいい、その動作は次のとおりとす

ること。ただし、地点制御方式の場合は、「信号機間情報」の送信及び受信は行わずにプロ

ファイル制御動作を行うものとする。

(1) プロファイル制御動作の開始

本機能の開始は、次によること。

ア 中央装置がある場合

遠隔動作中及び単独動作中は、プロファイル制御動作が実行可能な状態において、中央

装置からの「プロファイル制御指令」により、「プロファイル制御許可」の指令を受けた

場合は、プロファイル制御方式種別で指定されたハイブリッド方式又は端末自律分散方

式のプロファイル制御を、指令受信後の第１階梯の立ち上がりから実行するとともに、「信

号機間情報」の送信を行うこと。

プロファイル制御方式がハイブリッド方式であり、かつ、中央装置から指令される目標

オフセットの変更等によって、実行オフセットが目標オフセットより制約条件を越えて

乖離した場合は、プロファイル制御を終了して追従動作を行い、追従動作を完了した次

のサイクルから、プロファイル制御を再開すること。また、プロファイル制御方式が端

末自律分散方式であり、かつ、「プロファイル制御許可」の指令受信時に追従動作中の場

合、追従動作を完了した次のサイクルからプロファイル制御を開始すること。

イ 中央装置がない場合
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単独動作中及び多段動作中は、プロファイル制御動作が実行可能な状態において、現在

時刻が設定されたプロファイル制御実行時間帯になった場合は、端末自律分散方式のプ

ロファイル制御を、実行時間帯経過後の第１階梯の立ち上がりから実行するとともに、「信

号機間情報」の送信を行うこと。

プロファイル制御実行時間帯経過後の第１階梯で追従動作中の場合は、追従動作を完

了した次のサイクルからプロファイル制御を開始すること。

プロファイル制御指令のプロファイル制御モードとプロファイル制御の実行及び情報の

送受信の関係を表10.19に示す。
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表10.19 プロファイル制御のモードと実行可否及び情報の送受信の関係

プロファイル制御モード プロファイル 信号機間情報の

制御の実行可否 送信可否

プロファイル制御禁止 否 否

プロファイル制御情報許可 否 可

プロファイル制御許可 可 可

(2) プロファイル制御動作の終了

本機能の終了は、次によること。

遠隔動作、単独動作及び多段動作の終了等によりプロファイル制御動作が実行不可能な

状態になった場合は、プロファイル制御モードを「プロファイル制御情報許可」とし、プ

ロファイル制御動作を終了すること。また、「信号機間情報」が作成可能な場合は、「信

号機間情報」の送信を継続すること。プロファイル制御動作の初期化動作のため、「信号

機間情報」が作成できない場合は、「信号機間情報」の送信を停止すること。

なお、プロファイル制御が実行不可能な状態とは、以下の場合とする。

ア プロファイル制御動作の初期化動作中

イ 制御機の動作状態が以下のいずれかの場合

(ｱ) 端末操作中（手動動作、手動閃光）

(ｲ) 階梯保持中

(ｳ) 動作異常中（Ｇ－Ｇ異常、タイマ異常）

(ｴ) ＭＰＵ異常中

(ｵ) 時計異常中

ウ 中央装置から受信した「プロファイル制御指令」が「プロファイル制御情報許可」で

ある場合

エ 中央装置と回線接続していない場合に、現在時刻がプロファイル制御実行時間帯の範

囲外となった場合

オ 流入リンクの車両感知器の計測交通量及び「信号機間情報」によって交換される隣接

制御機の予測流出交通情報を入手できない場合

カ 端末自律分散方式において、隣接制御機と情報交換をしている場合に「信号機間情報」

によって交換される隣接制御機の信号情報を入手できない場合

タ 端末自律分散方式において、自交差点の所属するサブエリア内の基準交差点を除く他

制御機がプロファイル制御を実行不可能である場合

中央装置から「プロファイル制御禁止」を受信した場合は、直ちにプロファイル制御動

作を終了するとともに「信号機間情報」の送信を停止すること。

(3) プロファイル制御方式種別

プロファイル制御方式種別には、ハイブリッド方式と端末自律分散方式の２方式があり、

中央装置がある場合中央装置からの「プロファイル制御指令」によりプロファイル制御方
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式種別が指定可能であること。

ア ハイブリッド方式

遠隔動作中の場合は、中央装置からの信号制御指令を基準に(6)項のプロファイル制御

の動作を行い、中央から指定された目標オフセットを基準として、端末ごとに設定され

た制約範囲内で青時間の最適化を行うこと。

イ 端末自律分散方式

所定のサブエリア単位で(6)項のプロファイル制御の動作を行い、サブエリアにおける

基準交差点においては、ハイブリッド方式による動作又は所定の最小サイクル長／最大

サイクル長の制約範囲内での自律的な動作を行なうこと。同一サブエリアにおける他の

交差点においては、基準交差点方向に隣接する交差点との交差点間距離と両交差点の青

時間長短関係に応じて算出される相対オフセットの制約範囲（上限オフセットと下限オ

フセット）内で動作すること。

(4) プロファイル制御現示

ア プロファイル制御現示数

プロファイル制御現示を最大６現示設定できること。

イ プロファイル制御階梯

多段動作中は、プロファイル制御現示に対して１つのプロファイル制御階梯を持つこと。

遠隔動作中及び単独動作中は、プロファイル制御現示に対応したスプリットの可変階梯

とすること。

ウ 短縮時間

多段動作中は、プロファイル制御現示に対して１つの短縮時間を持つこと。

遠隔動作中及び単独動作中は、プロファイル制御現示に対応したスプリットのマイナス

変動値とすること。

エ 延長時間

多段動作中は、プロファイル制御現示に対して１つの延長時間を持つこと。

遠隔動作中及び単独動作中は、プロファイル制御現示に対応したスプリットのプラス変

動値とすること。

オ 初期青時間

プロファイル制御階梯の設定時間から、短縮時間を差し引いた時間を、初期青時間とす

ること。

カ 限度青時間

プロファイル制御階梯の設定時間に、延長時間を加算した時間を、限度青時間とするこ

と。

(5) オフセット制約条件

ア ハイブリッド方式のオフセット制約条件

目標オフセットを基準として、許容される実行オフセットの乖離幅（上限と下限）を設

定できること。

イ 端末自律分散方式のオフセット制約条件

基準交差点方向に隣接する交差点とのオフセット制約を表10.20に示す。また、オフセッ

ト制約の例を図10.17に示す。
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表10.20 隣接する交差点の青時間とオフセット制約の関係

青時間の関係 下限オフセット 上限オフセット

Ga<Gb Max（Ga－L/V－Gb、－L/W） L/V

Ga=Gb －L/V L/V

Ga>Gb －L/V Min（Ga＋L/V－Gb、L/W）

備考 Ga：交差点Aの青時間 Gb:交差点Bの青時間 L:交差点間の距離

V ：系統速度 W :発進波速度
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① 上限オフセット（Ga>Gbの場合）

・交差点Ａから交差点Ｂ方向の上限オフセットは上図よりGa＋L/V－Gb

・交差点Ｂから交差点Ａ方向の上限オフセットはL/W

・両方向を同時に満たす上限オフセットは Min（Ga＋L/V－Gb、L/W）

② 下限オフセット（Ga>Gbの場合）

・下限オフセットは上図よりL/V

図10.17 隣接する交差点の青時間とオフセット制約の例
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(6) プロファイル制御の動作

ア 情報収集

流入リンクの車両感知器の計測交通量及び端末間通信によって交換される隣接制御機の

予測流出交通情報、信号制御情報を収集すること。

なお、１台の制御機が情報交換できる制御機（隣接制御機）は最大４台とすること。

イ 交通流到着予測

収集された情報に基づいて、現在から１サイクル以上未来の車両到着を予測すること。

ウ プロファイル制御階梯の青時間の決定

あらかじめ指定されたプロファイル制御階梯において、初期青時間、限度青時間の範囲

内で、当該交差点における、遅れ時間、停止回数、バス遅れ時間及びバス停止回数の重

み付き線形和として定義される評価指標が最小となる最適な青時間を決定すること。

遅れ時間、停止回数、バス遅れ時間及びバス停止回数は、予測車両到着情報に基づい

たシミュレーション演算によって算出すること。

最適な青時間を決定する算出過程で候補とした青時間とその評価指標及び予測した１

サイクル以上未来における待ち行列台数の変動状況等をコンソールにて閲覧できるこ

と。

なお、プロファイル制御動作中においても系統を維持すること。

エ 信号機間情報送信

中央装置からの「プロファイル制御指令」で「プロファイル制御情報許可」又は「プロ

ファイル制御許可」を受信した場合や、プロファイル制御実行時間帯で「プロファイル

制御情報許可」又は「プロファイル制御許可」を指定された場合は、決定した青時間に

基づいて算出された予測流出交通情報等を指定された隣接制御機に向けて送信すること。

また、車両感知器ごとに単位時間に車両感知の有無を時系列に作成し、隣接制御機に向

けて送信すること。

なお、単位時間ごとの車両感知の情報作成から隣接制御機への送信までは、１秒以内で

動作すること。

オ プロファイル制御状態情報送信（上り情報）

中央装置からの「プロファイル制御指令」により、「プロファイル制御情報許可」又は

「プロファイル制御許可」の指令を受けた場合は、「プロファイル制御状態情報」を中央

装置に向けて送信すること。

カ 動作周期

情報収集、交通流到着予測、プロファイル制御階梯の青時間の決定並びに隣接情報送信

は、８秒以下の周期で動作すること。

(7) ジレンマ感応機能との競合

プロファイル制御階梯に対してジレンマ機能が同時に指定された場合、プロファイル制

御動作中の階梯においては、プロファイル制御機能により青時間が決定されたときのみ、

10.13項によりジレンマ感応機能が動作すること。

プロファイル制御動作中の階梯におけるジレンマ感応機能による動作は、プロファイル

制御機能によって決定された評価指標が最小になるような最適な青時間を、その評価指

標が所定以上悪化しない範囲内で増減させて、ジレンマゾーンに車両がいないタイミン
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グで青信号を打ち切ること。

10.21 制御実行履歴の蓄積

情報蓄積回路・情報蓄積プログラム等を実装し、過去１年分以上の制御実行履歴を蓄積で

きること。

なお、蓄積した制御実行履歴を参照することにより、信号灯器へ出力した灯色の履歴を照

会できること。

10.22 複数交差点制御連動機能

複数交差点制御における灯器駆動部一体方式及び灯器駆動部分離方式において、子交差点

は、親交差点に同期した動作ができること。

(1) 複数交差点制御連動機能の実行

複数交差点制御連動機能は、親交差点が多段動作中、遠隔動作中及び単独動作中であり、

かつ、子交差点が多段動作中及び単独動作中に動作すること。ただし、親交差点が次の場

合には、連動動作を行わないこと。

ア パターン選択による閃光中

イ 中央装置からの指令による閃光中

ウ 中央装置からの指令による階梯保持中

なお、子交差点は、当該時刻に対応したパターンにオフセット値が設定されているとき

も複数交差点制御連動機能を実行し、オフセット追従は行わないこと。

(2) 連動同期点

連動の同期点は２点又は１点とすること。

(3) 連動オフセット

同期点からのオフセットを設定できること。

(4) 複数交差点制御連動動作

ア 同期階梯以外の動作

実行中の時限表の設定値で歩進すること。

イ 同期階梯の動作

同期階梯に対応した同期点から連動オフセットを計時し、計時完了時に最短時間の計

時を完了しているときは、直ちに歩進すること。
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11. 引用資料

本仕様書で引用している資料の一覧を表11.1に示す。また、本仕様書に関連する仕様書及

び規格の引用系統を図11.1に示す。

表11.1 引用資料一覧（１／２）

引 用 資 料 適 用

区分 名 称 分類番号

仕 警察交通安全施設端末装 警交仕規 警察交通安全施設に使用される各種の屋外に設置

様 置 共通仕様書 第1001号 する装置仕様のうち、共通事項について規定

書

Ｕ形交通信号制御機 B5-231-1*-0 8.13項 通信機能に適用し、中央装置との情報伝達

Ｕ形通信ｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝ規格 を、Ｕ形伝送を用いて行うためのｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝ情報に

規 ついての規定

路車協調型DSSS用 B5-U-001-*-0 10.19.3項 通信機能に適用し、情報中継・判定装

交通信号制御機 置との情報交換を行うためのｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝ情報につい

通信ｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝ規格 ての規定

Ｓ６形ｲﾝﾀﾌｪｰｽ規格 B3-A02-6*-0 8.13項 通信機能に適用し、端末回線（Ｓ６形回線）

格 の接続条件についての規定

Ｓ８形ｲﾝﾀﾌｪｰｽ規格 B3-A02-8*-0 5.1.5項 ｺﾝｿｰﾙの接続に適用し、ｺﾝｿｰﾙとの接続条

件についての規定

Ｓ９形ｲﾝﾀﾌｪｰｽ規格 B3-A08-2*-0 8.13項 通信機能に適用し、端末回線（Ｓ９形回線）

の接続条件についての規定

Ｓ10形ｲﾝﾀﾌｪｰｽ規格 B3-U002-*-0 8.13項 通信機能に適用し、端末回線（Ｓ10形回線）

の接続条件についての規定

Ｕ形ｲﾝﾀﾌｪｰｽ規格 B3-A03-4*-0 8.13項 通信機能に適用し、中央装置と端末装置の

間を9600bit/s又は4800bit/sの２線式全二重通信

方式で伝送するｲﾝﾀﾌｪｰｽについての規定

ＵＤ形ｲﾝﾀﾌｪｰｽ規格 B3-A08-1*-0 8.13項 通信機能に適用し、中央装置とＵＤ形端末

回線集約装置間又は中央装置と端末装置間をﾃﾞｼﾞﾀ

ﾙ又はｱﾅﾛｸﾞ専用回線又は広域イーサネット回線を

用いた集約回線で伝送するｲﾝﾀﾌｪｰｽについての規定

Ｕ形送受信部規格 B3-A07-4*-0 8.13項 通信機能に適用し、Ｕ形送受信部の機能に

ついての規定

ＵＤ形送受信部規格 B3-A08-3*-0 8.13項 通信機能に適用し、ＵＤ形送受信部の機能

についての規定

交通信号制御機 B5-A02-1*-0 8.13項 通信機能に適用し、中央装置間との情報伝

DATEX-ASNﾒｯｾｰｼﾞ規格 達を、DATEX-ASNを使用して行うためのﾒｯｾｰｼﾞにつ

いての規定

なお、本規格におけるＵ形交通信号制御機に関し

ての規定を適用するものとする。

交通信号制御機 B5-A02-2*-0 8.13項 通信機能に適用し、他の交通信号制御機間

端末装置間 との情報伝達を、DATEX-ASNを使用して行うための

DATEX-ASNﾒｯｾｰｼﾞ規格 ﾒｯｾｰｼﾞについての規定
DATEX-ASN通信 B3-A08-7*-0 8.13項 通信機能に適用し、装置間での情報交換を、

ｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝ規格 DATEX-ASNを使用して行うための通信ﾌﾟﾛﾄｺﾙについ

ての規定

ＵＤ形符号化規格 B3-A08-6*-0 8.13項 通信機能に適用し、データ転送構造文を作

成・解読するための規格

備考：規格は、一般社団法人ＵＴＭＳ協会の規格であり、分類番号の＊は版番号を表す。
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表11.1 引用資料一覧（２／２）

引 用 資 料 適 用

区分 名 称 分類番号

ＵＤ形トランスポート規 B3-A08-5*-0 8.13項 通信機能に適用し、集約回線と端末回線で

格 伝送する接続条件についてﾈｯﾄﾜｰｸ層からﾄﾗﾝｽﾎﾟｰﾄ

規 層までの規定
Ｓ９形端末通信部規格 B3-A08-4*-0 8.13項 通信機能に適用し、端末回線集約装置と端

末回線で接続される端末装置の端末通信部につい

ての規定

Ｓ10形端末通信部規格 B3-U004-*-0 10.19項 ＤＳＳＳ用信号情報出力機能に適用し、

格 Ｓ10形送受信部の機能についての規定

感知情報処理部規格 B4-A02-1*-0 8.12項 感知器処理に適用し、存在形車両感知器の

感知信号を一次処理する感知情報処理部について

の規定

Ｕ形通信 B3-A05-2*-0 8.12項 感知器処理に適用し、集約回線区間におい

ｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝ共通規格 て、中央装置と端末装置の間でｼｽﾃﾑに共通的な通

信制御、通信情報の情報交換を行う際の通信ｱﾌﾟﾘｹ

ｰｼｮﾝについての規定

感知器共通 B4-A02-2*-0 8.12項 感知器処理に適用し、端末装置と中央装置

DATEX-ASNﾒｯｾｰｼﾞ規格 のｴﾝﾄﾞｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝ間において、DATEX-ASN通信アプ

リｹｰｼｮﾝ規格に定めるｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝﾌﾟﾛﾄｺﾙを介して行

われる情報伝達の中で、主として情報収集装置に

共通的なﾒｯｾｰｼﾞについての規定

Ｐ１形ｲﾝﾀﾌｪｰｽ規格 B3-A01-1*-0 車両感知器等との接続条件についての規定

Ｐ２形ｲﾝﾀﾌｪｰｽ規格 B3-A01-2*-0 車両感知器等との接続条件についての規定

Ｐ４形ｲﾝﾀﾌｪｰｽ規格 B3-A01-4*-0 8.10項 押ﾎﾞﾀﾝ動作で使用し、押ボタン箱等との接

続条件についての規定

Ｐ６形ｲﾝﾀﾌｪｰｽ規格 B3-A01-6*-0 8.10項 押ﾎﾞﾀﾝ動作で使用し、押ボタン箱等との接

続条件についての規定

Ｐ７形ｲﾝﾀﾌｪｰｽ規格 B3-A01-7*-0 連動制御等の接続条件についての規定

直流方式（ＡＢ連動）の出力条件

Ｐ10形ｲﾝﾀﾌｪｰｽ規格 B3-A01-A*-0 灯器出力条件についての規定。また、連動の入力ｲ

ﾝﾀﾌｪｰｽ条件としても使用

Ｐ11形ｲﾝﾀﾌｪｰｽ規格 B3-U007-*-0 灯器出力条件についての規定。また、連動の入力ｲ

ﾝﾀﾌｪｰｽ条件としても使用

Ｕ形集中制御用 B5-202-5*-0 自動生成のｱﾙｺﾞﾘｽﾞﾑについて規定

交通信号制御

ｱﾙｺﾞﾘｽﾞﾑ規格

複数交差点制御用 B5-U002-*-0 複数交差点制御の灯器駆動部分離方式において、

交通信号制御機 親機と子機との間の通信情報についての規定

親機－子機間

通信ｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝ規格
備考：規格は、一般社団法人ＵＴＭＳ協会の規格であり、分類番号の＊は版番号を表す。
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Ｐ１形ｲﾝﾀﾌｪｰｽ規格 Ｕ形送受信部規格 Ｕ形交通信号制御機

Ｐ２形ｲﾝﾀﾌｪｰｽ規格 ＵＤ形送受信部規格 Ｕ形通信ｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝ規格

Ｐ４形ｲﾝﾀﾌｪｰｽ規格 Ｓ９形端末通信部規格 交通信号制御機

Ｐ６形ｲﾝﾀﾌｪｰｽ規格 Ｓ10形端末通信部規格 DATEX-ASNﾒｯｾｰｼﾞ規格

Ｐ７形ｲﾝﾀﾌｪｰｽ規格 ＵＤ形符号化規格 交通信号制御機

Ｐ10形ｲﾝﾀﾌｪｰｽ規格 ＵＤ形ﾄﾗﾝｽﾎﾟｰﾄ規格 端末装置間

Ｐ11形ｲﾝﾀﾌｪｰｽ規格 Ｕ形通信 DATEX-ASNﾒｯｾｰｼﾞ規格

Ｓ６形ｲﾝﾀﾌｪｰｽ規格 ｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝ共通規格 感知情報処理部規格

Ｓ８形ｲﾝﾀﾌｪｰｽ規格 DATEX-ASN通信 感知器共通

Ｓ９形ｲﾝﾀﾌｪｰｽ規格 ｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝ規格 DATEX-ASNﾒｯｾｰｼﾞ規格

Ｓ10形ｲﾝﾀﾌｪｰｽ規格 Ｕ形集中制御用

Ｕ形ｲﾝﾀﾌｪｰｽ規格 交通信号制御ｱﾙｺﾞﾘｽﾞﾑ規格

ＵＤ形ｲﾝﾀﾌｪｰｽ規格 路車協調型DSSS用

交通信号制御機

通信ｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝ規格

複数交差点制御用交通信

号制御機

親機－子機間

通信ｱﾌﾟﾘｹｰｼ ｮﾝ規格

交通信号制御機 仕様書

警察交通安全施設

端末装置 共通仕様書

警察交通

安全施設

雷ｻｰｼﾞ規格

警察交通

安全施設

静電気規格

図11.1 引用資料関連図
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交通信号制御機

送受信部（ＵＤ－ＴＴＲ）

基本機能部 基本機能部

（親交差点） （子交差点）

親交差点の

灯器

灯器駆動部

子交差点の

灯器

拡張機能部 拡張機能部

ソフトウェア ソフトウェア

（親交差点） （子交差点）

拡張機能部 拡張機能部

回路 回路

（親交差点） （子交差点）

付図１ 灯器駆動部一体方式 機能ブロック図（参考図）
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交通信号制御機（親機） 交通信号制御機（子機２）

送受信部（ＵＤ－ＴＴＲ） 灯器駆動部

分離方式

子交差点２

基本 基本 基本 の灯器

機能部 機能部 機能部

(親交差点) (子交差点1) (子交差点2)

交通信号制御機（子機１）

通信部 通信部 灯器駆動部

(子交差点1) (子交差点2) 分離方式

子交差点１

の灯器

親交差点

灯器駆動部 の灯器

拡張機能部 拡張機能部 拡張機能部

ソフトウェア ソフトウェア ソフトウェア

（親交差点） （子交差点１） （子交差点２）

拡張機能部回路（親機）

付図２ 灯器駆動部分離方式（親機） 機能ブロック図（参考図）
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交通信号制御機（子機） 交通信号制御機（親機）

灯器駆動部

通信部／継続動作 分離方式

保安／手動／閃光

Ｇ－Ｇ検出

灯器駆動部 子交差点の

灯器

拡張機能部回路（子機）

付図３ 灯器駆動部分離方式（子機） 機能ブロック図（参考図）
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付図４ 手動操作部構造（参考図）

付図５ 子交差点用手動操作部構造（参考図）

手動操作用押ボタン

動作切替器

２P接せん



付表１ 端子板の信号名称

信号名称 信号の意味

Ｅ 大地アース

ＡＣ１ 商用電源の出力

ＡＣ２ 商用電源の出力（接地側）

ＣＯＭ 信号灯器のコモン（ＡＣ２）

＊ＰＧ 歩行者用灯器の青出力（＊は、現示番号を表す。）

＊ＰＲ 歩行者用灯器の赤出力（＊は、現示番号を表す。）

＊Ａ 矢印灯器出力（＊は、現示番号を表す。）

＊Ｇ 車両用灯器の青出力（＊は、現示番号を表す。）

＊Ｙ 車両用灯器の黄出力（＊は、現示番号を表す。）

＊Ｒ 車両用灯器の赤出力（＊は、現示番号を表す。）

Ｌ１ 専用回線（アナログ専用回線又はデジタル専用回線の場合）

Ｌ２ 専用回線（アナログ専用回線又はデジタル専用回線の場合）

ＥＴＨ 専用回線（広域イーサネット回線の場合）

Ｄ０ 車両感知信号又は歩行者感知信号のコモン

Ｄ＊ 車両感知信号又は歩行者感知信号の入力

（＊は、入力番号を表す。）

ＰＢ０ 歩行者用押ボタンスイッチ又は高齢者等用押ボタンスイッチのコモン

ＰＢ＊ 歩行者用押ボタンスイッチ又は高齢者等用押ボタンスイッチの入力

（＊は、入力番号を表す。）

ＰＬ０ 確認表示灯、取扱い表示灯のコモン

ＰＬ＊ 歩行者用押ボタン箱又は高齢者等用押ボタン箱の、確認表示灯又は取扱

表示灯の出力（＊は、出力番号を表す。）

Ａ ＡＢ連動出力

Ｂ ＡＢ連動出力

Ｓ０ Ｙ連動入力のコモン

Ｓ１ Ｙ連動入力１又はＡＢ連動入力（Ａ）

Ｓ２ Ｙ連動入力２又はＡＢ連動入力（Ｂ）

ＡＢＣ 連動異常信号のコモン

ＡＢＮ 連動異常信号の出力

ＡＮＴ 時刻修正機能でアンテナを使用する場合の入力

Ｔ＊１ 端末回線出力（＊は、回線番号を表す。）

Ｔ＊２ 端末回線出力（＊は、回線番号を表す。）

Ｒ＊１ 端末回線入力（＊は、回線番号を表す。）

Ｒ＊２ 端末回線入力（＊は、回線番号を表す。）
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付表２ 拡張機能の競合（地点制御の場合）

拡 張 機 能

複

プ 数

分 ロ 交

高 ギ 周 ジ フ 差

リ リ リ 歩 齢 ャ 期 レ ァ 点

時 コ コ コ 行 者 ッ 連 連 連 高 ン バ 地 自 イ 制

刻 ｜ ｜ ｜ 者 等 プ 動 動 動 速 マ ス 点 動 ル 御

系 修 ル ル ル 感 感 感 親 子 子 感 感 感 感 生 制 連

統 正 １ ２ ３ 応 応 応 機 機 機 応 応 応 応 成 御 動

機 機 機 機 機 機 機 機 機 機 機 機 機 機 機 機 機 機

能 能 能 能 能 能 能 能 能 能 能 能 能 能 能 能 能 能

系統機能 － ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × × ○ ○ ○ × × × ×

時刻修正機能 ○ － ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

リコール１機能 ○ ○ － × × ○ ■ ○ × ○ ○ × ○ × × ○ ○ ○

リコール２機能 ○ ○ × － × ○ ■ ○ × ○ ○ × × × × ○ ○ ○

リコール３機能 ○ ○ × × － ○ ■ ○ × ○ ○ × × × × ○ ○ ○

拡 歩行者感応機能 ○ ○ ○ ○ ○ － ○ ● ○ ▲ ▲ × × × × ○ ● ▲

高齢者等感応機能 ○ ○ ■ ■ ■ ○ － ● ○ ▲ ▲ × × × × ○ ● ▲

張 ｷﾞｬｯﾌﾟ感応機能 ○ ○ ○ ○ ○ ● ● － ○ ▲ ▲ × × × × ○ ● ▲

連動親機機能 ○ ○ × × × ○ ○ ○ － ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

機 連動子機機能 × ○ ○ ○ ○ ▲ ▲ ▲ ○ － × × × × × × × ×

分周期連動子機機能 × ○ ○ ○ ○ ▲ ▲ ▲ ○ × － × × × × × × ×

能 高速感応機能 ○ ○ × × × × × × ○ × × － × × × ○ ● ×

ｼﾞﾚﾝﾏ感応機能 ○ ○ ○ × × × × × ○ × × × － × × ○ ○ ×

バス感応機能 ○ ○ × × × × × × ○ × × × × － × ○ ● ×

地点感応機能 × ○ × × × × × × ○ × × × × × － × × ×

自動生成機能 × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × × ○ ○ ○ × － × ×

ﾌﾟﾛﾌｧｲﾙ制御機能 × ○ ○ ○ ○ ● ● ● ○ × × ● ○ ● × × － ×

複数交差点制御連動機能 × ○ ○ ○ ○ ▲ ▲ ▲ ○ × × × × × × × × －

備考 1. ○印は、拡張機能の競合が可能であること。

2. ●印は、感応階梯が異なる場合又は感応階梯とプロファイル制御階梯が異な

る場合に拡張機能の競合が可能である。

3. ■印は、拡張機能の競合が可能であるが、高齢者等感応機能の感応階梯を第1

現示以外の歩行者青階梯とする。

4. ▲印は、連動同期階梯と感応階梯が異なる場合に競合が可能である。

5. ×印は、拡張機能の競合が不可能である。



付表３ 拡張機能の競合（集中制御の場合）

拡 張 機 能

Ｄ

Ｓ

Ｓ 複

Ｓ プ 数

用 ロ 交

高 ギ ジ 信 フ 差

リ リ リ 歩 齢 ャ レ 号 ァ 点

時 コ コ コ 行 者 ッ 連 連 高 ン バ 自 情 イ 制

刻 ｜ ｜ ｜ 者 等 プ 動 動 速 マ ス 動 報 ル 御

修 ル ル ル 感 感 感 親 子 感 感 感 生 出 制 連

正 １ ２ ３ 応 応 応 機 機 応 応 応 成 力 御 動

機 機 機 機 機 機 機 機 機 機 機 機 機 機 機 機

能 能 能 能 能 能 能 能 能 能 能 能 能 能 能 能

時刻修正機能 － ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

リコール１機能 ○ － × × ● ■ ● × ○ × ○ × ○ ★ ● ○

リコール２機能 ○ × － × ○ ■ ○ × ○ × × × ○ ★ ○ ○

リコール３機能 ○ × × － ● ■ ● × ○ × × × ○ ★ ● ○

拡 歩行者感応機能 ○ ● ○ ● － ○ ● ○ ▲ × × × ○ ○ ● ▲

高齢者等感応機能 ○ ■ ■ ■ ○ － ● ○ ▲ × × × ○ ○ ● ▲

張 ギャップ感応機能 ○ ● ○ ● ● ● － ○ ▲ × × × ○ ○ ● ▲

連動親機機能 ○ × × × ○ ○ ○ － ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

機 連動子機機能 ○ ○ ○ ○ ▲ ▲ ▲ ○ － × × × × × × ×

高速感応機能 ○ × × × × × × ○ × － × × ○ ○ ● ×

能 ジレンマ感応機能 ○ ○ × × × × × ○ × × － × ○ ○ ○ ×

バス感応機能 ○ × × × × × × ○ × × × － ○ ○ ● ×

自動生成機能 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × ○ ○ ○ － ○ × ×

DSSS用信号情報出力機能 ○ ★ ★ ★ ○ ○ ○ ○ × ○ ○ ○ ○ － ○ ◆

ﾌﾟﾛﾌｧｲﾙ制御機能 ○ ● ○ ● ● ● ● ○ × ● ○ ● × ○ － ×

複数交差点制御連動機能 ○ ○ ○ ○ ▲ ▲ ▲ ○ × × × × × ◆ × －

備考 1. ○印は、拡張機能の競合が可能であること。

2. ●印は、感応階梯が異なる場合又は感応階梯とプロファイル制御階梯が異な

る場合に拡張機能の競合が可能であること。

3. ■印は、拡張機能の競合が可能であるが、高齢者等感応機能の感応階梯を第1

現示以外の歩行者青階梯とすること。

4. ▲印は、連動同期階梯と感応階梯が異なる場合に競合が可能であること。

5. ×印は、拡張機能の競合が不可能である。

6. ＦＡＳＴ感応機能は、拡張機能であるが、排他的に実行する機能であること

から競合表に馴染まないため本表には含めていない。

7. ◆印は、親交差点のみ競合可能とする。
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8. ★印は、灯色信号情報の出力のみ競合可能とする。



 
 

自動運転の実現に向けた信号情報提供技術等の高度化に係る調査 
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1. 適用範囲 

1.1 適用範囲 

 本規格は、700ＭＨz 帯を活用したＩＴＳ無線路側機と700ＭＨz 帯車載通信機（以

下、「車載通信機」という。）間、又はＩＴＳ無線路側機間での無線通信に関し、その

インタフェースを規定したものである。 

 ＩＴＳ無線路側機と車載通信機間、又はＩＴＳ無線路側機間においては、本規格で

規定した形式に基づいて通信をする限りにおいて、情報の伝達を保証するものでなけ

ればならない。 

 本規格の適用範囲を図1.1に示す。 

 

 

 

 

 

 

備考 太線は、本規格の範囲を示す。 

 

図1.1 適用範囲 

 

1.2 制定の趣旨及び経緯 

 「ＩＴＳ無線路側機 仕様書」の制定に伴い、同装置に適用する通信規格として、

新たに制定した。 

制定にあたっては、「路車協調型ＤＳＳＳ用路側無線装置 通信アプリケーション

（光・電波実験）規格」等を元にして、無線通信アプリケーションに共通な部分を抽

出し、無線通信におけるアプリケーション共通規格の位置づけとした。 

 

1.3 改版の趣旨及び経緯 

 版２では2017年に電波法施行規則等が改正されたこと及び「一般社団法人電波産業

会」の引用規格が改正されたことに伴い、記載を修正した。 

 

2. 規格の名称 

本規格の名称は、以下のとおりとする。 

「ＩＴＳ無線路側機 通信アプリケーション共通規格 東京臨海部実証実験版」 

 

3. 用語の定義 

本仕様書で用いる主な用語の定義は、下記のとおりとする。 

(1) 路車間通信情報 

ＩＴＳ無線路側機から車載通信機へ送信される情報。（路車間通信メッセージ） 

(2) 路路間通信情報 

 ＩＴＳ無線路側機が扱う通信情報のうち、路路間通信機能によって、ＩＴＳ無線路

ＩＴＳ無線路側機  車載通信機  

ＩＴＳ無線路側機  
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側機のＳ９形インタフェース送受信部又は無線部で受信する端末装置のアプリケーシ

ョンデータを、700ＭＨz 帯無線の信号に変換して他のＩＴＳ無線路側機へ送信する情

報。  

(3) アプリケーションデータ 

本規格を利用するアプリケーションにより定義される送受信データであり、以下を

指す。 

路車間通信情報の場合：配信情報（共通ヘッダ＋メッセージ固有情報） 

路路間通信情報の場合：路路間転送情報（転送ヘッダ＋ＩＰヘッダ＋ＩＰ情報） 

(4) 無線パケット 

「ＡＲＩＢ ＳＴＤ－Ｔ１０９」で定義される無線通信パケットを指し、「ＡＲＩ

Ｂ ＳＴＤ－Ｔ１０９」「ＩＴＳ ＦＯＲＵＭ ＲＣ－０１０」で規定される、ＭＡ

Ｃ制御フィールド、ＬＬＣ制御フィールド、ＩＲ制御フィールド、Ｌ７ヘッダ、ＥＬ

基地局ヘッダと、「ＩＴＳ Ｃｏｎｎｅｃｔ ＳＤ－１０１」及び「ＩＴＳ Ｃｏｎ

ｎｅｃｔ ＳＤ－１０３」で規定されるセキュリティヘッダを含むものとする。 

 

4. 各装置間通信情報に共通の事項 

(1) 通信制御 

  特に指定の無い場合は、「ＡＲＩＢ ＳＴＤ－Ｔ１０９」「ＩＴＳ ＦＯＲＵＭ Ｒ

Ｃ－０１０」に準拠すること。 

(a) 通信パラメータ 

 下記に記載の無い項目については、「ＩＴＳ Ｃｏｎｎｅｃｔ ＴＤ－００２」に

準拠すること。 

 (ｱ) データ分割サイズ（ＤＤＳ） 

   ＩＴＳ無線路側機では、大きなアプリケーションデータについて分割する機能が必

要とされる。本変数は分割後のデータ最大サイズを規定し、単位はオクテットとす

る。 

本規格においては、「1000」とする。 

(ｲ) 路車間通信期間最小利用時間（ＳＥＳ） 

   ＩＴＳ無線路側機では、設定された路車間通信期間に、分割されたデータを順番に

格納した上で送信する。本変数は、分割データをタイムスロットに格納する際に、路

車間通信期間末尾の余り時間より、次に送信するメッセージ送信時間が長い場合に利

用し、余り時間が本変数より小さければ、次に送信する分割データを次の路車間通信

期間に格納する。単位はマイクロ秒とする。 

   本規格においては、ＳＩＦＳ（「ＡＲＩＢ ＳＴＤ－Ｔ１０９」における最短スペ

ース時間、32マイクロ秒）と、データ分割サイズ（1000オクテット）とヘッダの12

Ｍbit/sでの送信時間（752マイクロ秒）の合計値である「784」とする。（「ＩＴＳ 

ＦＯＲＵＭ ＲＣ－０１０」参考１を参照のこと） 

(ｳ) 路車間通信期間情報の転送回数 

   ＩＴＳ無線路側機では、路車間通信と車車間通信を共用するために路車間通信期間

情報を共有する。本変数は、車載通信機が路側装置から受信した路車間通信期間情報
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を、車車間通信で転送する回数を規定し、路側機で設定する必要がある。 

   本規格においては、１回転送とする。 

(ｴ) 路車間通信の伝送レート（DataRateParameter） 

   ＩＴＳ無線路側機では、路車間通信の伝送レートを変更可能となっている。本変数

にて、伝送レートを規定する。 

   本規格においては、16ＱＡＭ１／２を基本とするが、その他の伝送レートにも対

応可能であること。 

(ｵ) アプリケーション関連情報（ApplicationAssociatedInformation） 

   本変数は、図4.1の定義に基づき使用する。 

   管理情報は、０を設定する。 

   ＩＴＳ無線路側機からの送信情報における通信種別情報は、下記を設定する。 

 ① 路側機から車載機への情報提供（DSSS 等） ：４ 

  ② 緊急車接近情報の路側機による中継     ：２ 

③ 路路間通信情報：            ：６ 

MSB                                  LSB  

7 6  5  4  3  2  1  0  

通信種別情報 
管理 

情報 
予約 

 

データ名 割当て 

通信種別 

情報 

０：予約 

１：陸上移動局から陸上移動局・基地局への情報 

２：路車・路路基地局から陸上移動局、路車・路路基地局への情報 

３：陸上移動局から陸上移動局への情報 

４：基地局から陸上移動局への情報 

５：陸上移動局から基地局への情報 

６：路車・路路基地局から路車・路路基地局への情報 

７：システム予約 

管理情報 ０：通常 

１：予約 

 

図4.1 ApplicationAssociatedInformation の構成 

 

(ｶ) 基地局ＩＤ（BaseStationID） 

   本変数は、基地局の管理番号（１～63）を用いる。管理番号は、同一の無線通信

エリア内においてユニークな番号とする。 

 

(b) 路側機送信期間（路車間通信期間）の配置 

  ＩＴＳ無線路側機では、制御周期内で路車間通信情報、路路間通信情報及び車車間通

信情報を両立させるため、時分割で通信期間（タイムスロット）を割り当てる。 
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路路間通信、路車間通信とも「ＡＲＩＢ ＳＴＤ－Ｔ１０９」の「路車間通信期

間」を用いるものとし、路路間通信と路車間通信は別のタイムスロットを割り当てる

ものとする。また、複数のＩＴＳ無線路側機で同一の路路間通信タイムスロットを共

用するため、ＩＴＳ無線路側機は「ＡＲＩＢ ＳＴＤ－Ｔ１０９」に記されるサブス

ロット、フレームオフセット機能を有すること。 

ＩＴＳ無線路側機が送信するデータ量が１つのタイムスロットの通信容量を超える

場合、複数のタイムスロットを割り当てて使用することができる。その際、必ず連続

したタイムスロットを割り当てること。 

なお、「ＡＲＩＢ ＳＴＤ－Ｔ１０９」の前提条件に基づき、制御周期内で、路路

間通信情報より路車間通信情報を先に送信すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

図4.2 路側機送信期間の割当例 

 

(2) 通信セキュリティ 

 ＩＴＳ無線路側機から無線通信により送信される情報については、「ＩＴＳ Ｃｏｎ

ｎｅｃｔ ＳＤ－１０１」及び「ＩＴＳ Ｃｏｎｎｅｃｔ ＳＤ－１０３」に準拠し

た暗号化、認証技術によるセキュリティ対策を施すこと。また、車載通信機、他のＩ

ＴＳ無線路側機から無線通信により送信された情報を受信する場合、セキュリティデ

ータを復号する機能を有すること。 

 同一の制御周期において複数のアプリケーションデータを送信する場合、対象とな

るデータ群に対して一括してセキュリティ処理を行うこと。但し、セキュリティ処理

は、路車間通信情報と路路間通信情報について個別に行うこと。このとき、セキュリ

ティ管理アクセスは、「ＡＲＩＢ ＳＴＤ－Ｔ１０９」「ＩＴＳ ＦＯＲＵＭ ＲＣ

－０１０」で規定されるＬ７ではなく、ＥＬで行うものとする。 

(3) 基地局・固定局の無線設備に係る識別符号 

「ＡＲＩＢ ＳＴＤ－Ｔ１０９」に規定される識別符号については、次のとおりと

する。  

(a) 符号長 

固定長で48ビットとする。 

(b) 符号構成 

識別符号の構成は図4.3に示すとおりとする。 

 

 

１台の路側機が  

路車間通信情報用に使用 

No1 

使用 

No2 

使用 

No3 

 

No4 

 

No5  

制御周期100ms 

No16 

使用 

１台の路側機が  

路路間通信情報用に使用 

スロット  スロット  スロット  スロット  スロット  スロット  

時間  
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 MSB                                               LSB  

お客様コード(10ビット) 予備コード(10ビット) 個別コード(28ビット) 

 

図4.3 識別符号の構成 

 

(c) 付与方法 

お客様コードと予備コードは、一般社団法人ＵＴＭＳ協会が製造者からの申請に基

づいて付与する。個別コードは、各無線局にユニークとなるように製造者が付与し、

管理すること。 

(4) データ定義における共通事項 

(a) 未使用 

未使用とは、関連する他の規格との兼ね合い等から、ビット又はデータエリアをあ

らかじめ確保する必要があるが、本規格では使用禁止を意味する。未使用のビット又

はデータエリアは、送信側にて「０」とする。 

(b) 予備 

予備とは、将来の機能拡張等に備えるための純粋な予備である。予備のビット又は

データエリアは不定とし、受信側は「１」（又は「０」以外の値）となっても支障のな

い処理を行う。 

(c) 登録予備 

登録予備とは、関連する他の規格との兼ね合い及び将来規定する可能性の高い機能

に対し、予め使用するビット又はデータエリアを確保したものである。登録予備のビ

ット又はデータエリアは、予備の場合と同様とする。 

(5) データの表現と配置 

各データ項目に記述されているデータは、特定のビット数のバイナリで表現される

数値又はコード情報である。 

後述のデータ形式と実際のデータの配置を図4.4に示す。 
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１バイト目 ２バイト目 ３バイト目 ……… 
              

                                

 

 

 

構成ＤＦ／ＤＥ 表現形式 コード 

DE_メッセージ種別コード bin(3) E-1 

DE_メッセージバージョン bin(4) D-11 

DE_予備１ bin(1) D-1 

DF_無線機管理番号 

 DE_都道府県コード bin(8) E-2 

DE_無線機ID bin(16) C-1 

DE_運用区分コード bin(1) E-3 

 

図4.4 データ形式と実際のデータレイアウト例 

 

5. 路車間通信情報 

5.1 情報の構成 

車載通信機への送信情報は，配信制御情報と配信情報から構成される。 

 

 

 

 

 

 

 

図5.1 データ構成 

 

 図5.1における「制御ヘッダ」は、「ＡＲＩＢ ＳＴＤ－Ｔ１０９」「ＩＴＳ ＦＯ

ＲＵＭ ＲＣ－０１０」で規定される、ＭＡＣ制御フィールド、ＬＬＣ制御フィール

ド、ＩＲ制御フィールド、Ｌ７ヘッダ、ＥＬ基地局ヘッダと、「ＩＴＳ Ｃｏｎｎｅ

ｃｔ ＳＤ－１０１」及び「ＩＴＳ Ｃｏｎｎｅｃｔ ＳＤ－１０３」で規定される

セキュリティヘッダを指す。 

「共通ヘッダ」を構成するデータフレーム（ＤＦ：Ｄａｔａ Ｆｒａｍｅ）及びデ

ータ項目（ＤＥ：Ｄａｔａ Ｅｌｅｍｅｎｔ）を次項に示す。 

 

5.2 共通ヘッダ 

各メッセージに共通する共通ヘッダの構成を表5.1に示す。 

制御  

ヘッダ  

共通  

ヘッダ  

メッセージ固有  

情報（1/n）  

制御  

フッタ  
･･･  

制御  

フッタ  

メッセージ固有  

情報（n/n）  

配信制御情報  配信制御情報  配信情報  配信制御情報  配信制御情報  配信情報  

制御  

ヘッダ  

無線パケット  
※メッセージ固有情報が分割される場合  
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表5.1 共通ヘッダの構成 

構成ＤＦ／ＤＥ 表現形式 コード 備考 

DE_メッセージ種別コード bin(3) E-1  

DE_メッセージバージョン bin(4) D-11  

DE_予備１ bin(1) D-1  

DF_無線機管理番号 

 DE_都道府県コード bin(8) E-2  

DE_無線機ID bin(16) C-1  

DE_運用区分コード bin(1) E-3  

DE_メッセージID bin(7) C-2  

DE_インクリメントカウンタ bin(8) D-9  

DF_送信時刻  

 DE_年 bin(16) A-1  

DE_月 bin(8) A-2  

DE_日 bin(8) A-3  

DE_サマータイム指定 bin(1) A-8  

DE_休日指定 bin(1) A-9  

DE_曜日 bin(3) A-10  

DE_予備３ bin(3) D-3  

DE_時刻（時） bin(8) A-4  

DE_時刻（分） bin(8) A-5  

DE_時刻（秒） bin(8) A-6  

DE_時刻（100ms） bin(8) A-7  

 DE_予備８ bin(8) D-8  

DE_メッセージサイズ bin(16) D-10  

DE_予備８ bin(8) D-8  

DE_予備８ bin(8) D-8  

 

(1) ＤＦ＿無線機管理番号 

  メッセージを出力している無線機を識別するための管理番号を表す。 

(2) ＤＦ＿送信時刻 

メッセージの送信時刻を時・分・秒・100ミリ秒単位で表す。ただし、無線機のアプ

リケーションレイヤでメッセージを生成した時刻を示し、下位レイヤで発生する遅延

等は考慮しない。 

なお、無線機の時刻は中央装置による時刻修正に基づいて不定期に補正されること

がある。また、サマータイム実施の有無に関わらず、サマータイム補正前の時刻が格

納される。 

 

5.3 メッセージ固有情報 

共通ヘッダの「ＤＥ＿メッセージＩＤ」に設定する各メッセージ固有情報のＩＤに
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ついては、車載機へ提供するアプリケーションのカテゴリ毎に、表5.2の番号範囲内で

定義されるものとする。 

 

表5.2 メッセージＩＤ範囲 

番号範囲 アプリケーション 番号を定義する規格 

１～20 

 

ＤＳＳＳ及び 

自動走行システム 

ＩＴＳ無線路側機 ＤＳＳＳ及び自動走行シス

テム用 路車間通信アプリケーション規格 

21～30 特定車両情報提供 ＩＴＳ無線路側機 緊急車接近情報中継用 

路車間通信アプリケーション規格 

ＩＴＳ無線路側機 ＰＴＰＳ用 

路車間通信アプリケーション規格 

31～125 予備 予備 

126 （路路間通信）(1) 本書で規定 

注(1) 路路間通信情報の転送ヘッダにおいて使用される番号のため、路車間 

通信情報の共通ヘッダにおいては使用しないものとする。 

 

6. 路路間通信情報 

6.1 情報の構成 

路路間通信情報は、配信制御情報と路路間転送情報から構成される。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図6.1 通信データ構成 

 

 図6.1における「制御ヘッダ」は、「ＡＲＩＢ ＳＴＤ－Ｔ１０９」「ＩＴＳ ＦＯ

ＲＵＭ ＲＣ－０１０」で規定される、ＭＡＣ制御フィールド、ＬＬＣ制御フィール

ド、ＩＲ制御フィールド、Ｌ７ヘッダ、ＥＬ基地局ヘッダと、「ＩＴＳ Ｃｏｎｎｅ

ｃｔ ＳＤ－１０１」及び「ＩＴＳ Ｃｏｎｎｅｃｔ ＳＤ－１０３」で規定される

セキュリティヘッダを指す。 

「転送ヘッダ」を構成するデータフレーム（ＤＦ：Ｄａｔａ Ｆｒａｍｅ）及びデ

ータ項目（ＤＥ：Ｄａｔａ Ｅｌｅｍｅｎｔ）を次項に示す。 

ＩＰヘッダ、ＩＰ情報については、転送対象のＩＰパケットの内容を設定する。 

 

 

制御ヘッダ  

転送  

ヘッダ  

IP  

情報  

配信制御情報  配信制御情報  路路間転送情報  

無線パケット  

 

制御フッタ 

IP  

ヘッダ  
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6.2 転送ヘッダ 

各メッセージに共通する転送ヘッダの構成を表6.1に示す。 

 

表6.1 転送ヘッダの構成 

構成ＤＦ／ＤＥ 表現形式 コード 備考 

DE_無線機種別コード bin(3) E-4  

DE_メッセージバージョン bin(4) D-11  

DE_予備１ bin(1) D-1  

DF_無線機管理番号 

 DE_都道府県コード bin(8) E-2  

DE_無線機ID bin(16) C-1  

DE_運用区分コード bin(1) E-3  

DE_メッセージID bin(7) C-2 126: 路路間転送情報 

を指定する 

DE_フレームカウンタ bin(8) D-12  

DE_送信元基地局ID bin(6) C-3  

未使用 bin(2) ─  

DE_宛先基地局ID bin(6) C-4  

未使用 bin(2) ─  

DE_生成元基地局ID bin(6) C-5  

未使用 bin(2) ─  

DE_予備８ bin(8) D-8  

 

(1) ＤＦ＿無線機管理番号 

メッセージを出力している無線機を識別するための管理番号を表す。 

 

7. 車車間通信メッセージ 

ＩＴＳ無線路側機が受信する車車間通信メッセージの定義は、「ＩＴＳ Ｃｏｎｎｅ

ｃｔ ＴＤ－００１」に従うものとする。 

車車間通信メッセージで定義されている「自由領域」を利用する場合、「自由アプリ

ヘッダ領域」「自由アプリデータ領域」を参照し、アプリケーションで使用する「個別

アプリデータ」を抽出すること。 

「自由アプリヘッダ領域」における「ＤＥ＿個別サービス規格ＩＤ」は、ＵＴＭＳ

協会規格に割り当てられた番号（２）を利用するものとする。 

また、自由アプリデータ領域の先頭１バイトは、自由領域を利用するアプリケーシ

ョンの種別（アプリケーションＩＤ）を設定するものとし、アプリケーションの個別

規格で値を規定する。 
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8. 情報のデータ項目の定義 

各データ項目の定義を表8.1～表8.4に示す。 

 

表8.1 時刻表現用データ項目 

コード DE名称 定義 

A-1 DE_年 西暦年を示す。ＢＣＤ形式で表現する。 

不明、無効時はフルビットを格納する。 

A-2 DE_月 月（１～12）を示す。ＢＣＤ形式で表現する。 

不明、無効時はフルビットを格納する。 

A-3 DE_日 日（１～31）を示す。ＢＣＤ形式で表現する。 

不明、無効時はフルビットを格納する。 

A-4 DE_時刻（時） 時間（０～23）を示す。ＢＣＤ形式で表現する。 

不明、無効時はフルビットを格納する。 

A-5 DE_時刻（分） 分（０～59）を示す。ＢＣＤ形式で表現する。 

不明、無効時はフルビットを格納する。 

A-6 DE_時刻（秒） 秒（０～59）を示す。ＢＣＤ形式で表現する。 

不明、無効時はフルビットを格納する。 

A-7 DE_時刻（100ms） 100ms単位の時間を（０～９）の数値で示す。 

不明、無効時はフルビットを格納する。 

A-8 DE_サマータイム指定 サマータイム実施中か否かを示す。サマータイム

未実施「０」、サマータイム実施「１」とする。 

不明、無効時は０とする。 

A-9 DE_休日指定 情報提供日が休日であるか否かを示す。平日は

「０」、日曜日又は祝日は「１」とする。 

不明、無効時は０とする。 

A-10 DE_曜日 「曜日」を示す。 

「０：不明、無効」「１：月曜」「２：火曜」

「３：水曜」「４：木曜」「５：金曜」「６：土

曜」「７：日曜」とする。  
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表8.2 管理番号表現用データ項目 

コード DE名称 定義 

C-1 

 

DE_無線機ID 

 

無線機の管理番号（１～65535）を表す。 

都道府県単位でユニークな番号とする。 

C-2 DE_メッセージID メッセージ固有情報の管理番号（１～127）を表

す。 

路路間通信における転送ヘッダの場合、126を指定

する。 

C-3 

 

DE_送信元基地局 ID 

 

送信元の基地局の管理番号（１～63）（１）を表し、

ＩＴＳ無線路側機の BaseStationID （「ＩＴＳ 

ＦＯＲＵＭ ＲＣ－０１０」から参照）と共通の

値を用いることとする。送信元とは、700ＭＨz 帯

無線の信号を送信する装置を指す。 

C-4 

 

DE_宛先基地局 ID 

 

アプリケーションデータの宛先の基地局の管理番

号（１～ 63）（ １ ） を表し、ＩＴＳ無線路側機の

BaseStationID （「ＩＴＳ ＦＯＲＵＭ ＲＣ－

０１０」から参照）と共通の値を用いることとす

る。宛先とは、700ＭＨz 帯無線の信号で受信した

端末装置のアプリケーションデータを変換し、送

受信部から送信する装置を指す。 

C-5 

 

DE_生成元基地局 ID 

 

アプリケーションデータの生成元の基地局の管理

番号（１～63）（１）を表し、ＩＴＳ無線路側機の

BaseStationID （「ＩＴＳ ＦＯＲＵＭ ＲＣ－

０１０」から参照）と共通の値を用いることとす

る。生成元とは、送受信部で受信した、端末装置

のアプリケーションデータを700ＭＨz 帯無線の信

号に変換し、無線送受信部から送信する装置を指

す。 

注(１) 同一の無線通信エリア内においてユニークな番号とする。 
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表8.3 数値表現用データ項目 

コード  DE名称 定義 

D-1 DE_予備１ １ビット予備領域 

D-2 DE_予備２ ２ビット予備領域 

D-3 DE_予備３ ３ビット予備領域 

D-4 DE_予備４ ４ビット予備領域 

D-5 DE_予備５ ５ビット予備領域 

D-6 DE_予備６ ６ビット予備領域 

D-7 DE_予備７ ７ビット予備領域 

D-8 DE_予備８ ８ビット予備領域 

D-9 

 

 

 

DE_インクリメントカウ

ンタ 

 

 

ループカウンタ値（１～255）を表す。 

無線機にメッセージが登録された場合及び無線機

自身でメッセージ固有情報の編集を実行した場合

にカウントアップする。 

D-10 

 

DE_メッセージサイズ 

 

配信制御情報及び共通ヘッダ部を除いた、メッセ

ージ固有情報のバイト数（１～4000）を表す。 

D-11 DE_メッセージバージョ

ン 

メッセージＩＤで識別される当該メッセージのバ

ージョン（１～15）を表す。本規格で規定したバ

ージョンを「１」とする。 

D-12 DE_フレームカウンタ 

 

ループカウンタ値（１～255）を表す。 

ＩＴＳ無線路側機が送信するメッセージごとにカ

ウントアップする。 

なお、０は無効値とする。 
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表8.4 コード／フラグ表現用データ項目 

コード  DE名称 定義 

E-1 

 

DE_メッセージ種別コー

ド 

 

無線通信の種別を示す。 

「２：路車間通信メッセージ」 

E-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DE_都道府県コード 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ＪＩＳ都道府県コードを表す。 

01:北海道 02:青森県 03:岩手県 04:宮城県 

05:秋田県 06:山形県 07:福島県 08:茨城県 

09:栃木県 10:群馬県 11:埼玉県 12:千葉県 

13:東京都 14:神奈川県 15:新潟県 16:富山県 

17:石川県 18:福井県 19:山梨県 20:長野県 

21:岐阜県 22:静岡県 23:愛知県 24:三重県 

25:滋賀県 26:京都府 27:大阪府 28:兵庫県 

29:奈良県 30:和歌山県 31:鳥取県 32:島根県 

33:岡山県 34:広島県 35:山口県 36:徳島県 

37:香川県 38:愛媛県 39:高知県 40:福岡県 

41:佐賀県 42:長崎県 43:熊本県 44:大分県 

45:宮崎県 46:鹿児島県 47:沖縄県 

E-3 DE_運用区分コード 運用状態の区分を表す。 

「０：調整中」「１：運用中」 

機器の調整中は「０」とすること。この場合、提

供データの内容や整合性は保証されない。 

E-4 

 

DE_無線機種別コード 無線機の種別を示す。 

「２：ＩＴＳ無線路側機」 

「３：予約」 
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9. 引用資料 

 本書で引用している資料の一覧を表9.1に示す。 

 

表9.1 引用資料一覧 

引 用 資 料 
適用 

引用資料の 

発行元 区分 名 称 分類番号 

規格 700ＭＨz 帯高度道路

交通システム 

標準規格 

ARIB 

STD-T109 

*版 

3項、4項に適用し、

配信データ構成や通

信パラメータを規定 

一般社団法人 

電波産業会 

700ＭＨz 帯高度道路

交通システム 

拡張機能ガイドライン 

 

ITS FORUM  

RC-010 

*版 

ＩＴＳ無線機の通信

（分割データ結合機

能）について規定 

ＩＴＳ情報 

通信システム 

推進会議 

700ＭＨz 帯高度道路

交通システム 

実験用路路間通信ガイ

ドライン 

 

 

ITS FORUM  

RC-012 

*版 

基地局と基地局との

間の通信の実験を行

うために必要となる

機能に関する仕様及

びインタフェースに

ついて規定 

ＩＴＳ情報 

通信システム 

推進会議 

ITS Connect システ

ム 車車間通信メッセ

ージ仕様 

ITS Connect 

TD-001 

*版 

車載通信機間通信の

データフォーマット

について規定 

ITS Connect 

推進協議会 

ITS Connect システ

ム－通信パラメータ仕

様－ 

ITS Connect 

TD-002 

*版 

700ＭＨz 帯無線通

信のパラメータ設定

について規定 

ITS Connect 

推進協議会 

ITS Connect システ

ム－セキュリティ規格

書－セキュリティ仕様

＜路側機用 SAM＞ 

ITS Connect 

SD-103 

*版 

車載機、路側機の通

信に施されるセキュ

リティ仕様について

規定 

ITS Connect 

推進協議会 

ITS Connect システ

ム－セキュリティ規格

書－セキュリティ仕様

＜SAM 部共通＞ 

ITS Connect 

SD-101 

*版 

車載機、路側機の通

信に施されるセキュ

リティ仕様について

規定 

ITS Connect 

推進協議会 

備考 規格欄に記載されている一般社団法人 電波産業会の規格、ＩＴＳ情報通信シ

ステム推進会議のガイドライン、ＩＴＳ Ｃｏｎｎｅｃｔ推進協議会の仕様の＊

版は、最新版を表す。 

 

 



 
 

自動運転の実現に向けた信号情報提供技術等の高度化に係る調査 

 

 

 

 

 

 

別添５ 

ＩＴＳ無線路側機  

ＤＳＳＳ及び自動走行システム用 

路車間通信アプリケーション規格 

東京臨海部実証実験版 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019年３月 

 

一般社団法人 ＵＴＭＳ協会 
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1. 適用範囲 

1.1 適用範囲 

 本規格は、700ＭＨz帯を活用したＩＴＳ無線路側機からＤＳＳＳ (1)対応車載通信機

及び自動走行システム対応車載通信機（以下、ＩＴＳ (2)車載通信機）に提供されるＤ

ＳＳＳ安全運転支援システム及び自動走行システムに関する情報を対象として、その

メッセージの形式を規定したものである。 

 ＩＴＳ無線路側機とＩＴＳ車載通信機は、本規格で規定した形式に基づいて通信を

する限りにおいて、情報の伝達を保証するものでなければならない。 

 本規格の適用範囲を図1.1に示す。 

    注(1)  Driving Safety Support Systems 

  注(2)  Intelligent Transport Systems 

 

 

ＩＴＳ無線路側機 

 

 

 

 

 
 

 

ＩＴＳ車載通信機 

 

                備考 太線は、本規格の範囲を示す。 

 

図1.1 適用範囲 

 

1.2 制定の趣旨及び経緯 

本書は、700ＭＨｚ帯電波を活用したＤＳＳＳ安全運転支援システム及び自動走行シ

ステムに適用する路車間通信規格を規定する。 

 

2. 規格の名称 

本規格の名称は、以下のとおりとする。  

「ＩＴＳ無線路側機 ＤＳＳＳ及び自動走行システム用 路車間通信アプリケーシ

ョン規格」  

 

3. 一般事項 

本規格で参照される規格は、「ＩＴＳ無線路側機 通信アプリケーション共通規格」

を参照のこと。  

 

4. インタフェース 

通信における基本的な条件は、「ＩＴＳ無線路側機 通信アプリケーション共通規

格」を参照のこと。  

 

5. 運用規定等 

運用規定等は分冊を参照のこと。  
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6. 情報提供の概要 

6.1 ＤＳＳＳ用及び自動走行システム用メッセージの種別 

6.1.1 ＤＳＳＳ用メッセージの概要 

ＩＴＳ無線路側機から提供するＤＳＳＳメッセージの種別と概要を表6.1に示す。Ｄ

ＳＳＳの全サービスに提供される「共通メッセージ」及びサービスに応じて提供され

る「個別メッセージ」がある。メッセージの役割分担の考え方については分冊を参照

のこと。 

 

表6.1 ＤＳＳＳ用メッセージの概要 

ＩＤ 

    

種別 

 

 区分         提供 

 単位  

         メッセージの概要 

 

１ 

 

道路線形情報 

 

共通 

 

交差点 

 

ノードの座標情報等、道路に関する情報 

 

２ サービス 

支援情報 

共通 

 

交差点 

 

提供システムの内容や提供システムに必要

な道程距離情報 

３ 

 

信号情報 

 

個別 

 

交差点 

 

信号灯色や残秒数の情報 

 

４ 

 

予備 － － － 

５ 

 

規制情報 

 

個別 

 

交差点 

 

規制内容や規制条件の情報 

 

６ 

 

車両検知情報 

 

個別 

 

センサ 

 

センサで検知した車両の位置や速度の情報 

 

７ 

 

横断歩行者 

検知情報 

個別 

 

センサ 

 

センサで検知した歩行者の存在情報 

 

８、

９、

11～

20 

登録予備 － － － 

 

6.1.2 ＤＳＳＳメッセージセット 

ＤＳＳＳの提供サービス分類毎に提供が必要なメッセージの組み合わせをＤＳＳＳ

メッセージセットと定義する。共通メッセージである「道路線形情報」、「サービス支

援情報」及びサービスに応じた個別メッセージによってメッセージセットを構成す

る。 

提供サービス分類とメッセージセットの対応を表6.2に示す。 

なお、複数のサービスを同時に提供する場合でも、共通メッセージである道路線形

情報」、「サービス支援情報」は提供単位である交差点毎に１メッセージのみ提供され

る。（分冊参照）  
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表6.2 ＤＳＳＳの提供サービス分類とメッセージセット 

ＤＳＳＳサービス分類 ＤＳＳＳシステム例  ＤＳＳＳメッセージセット 

信号情報提供サービス 信号見落とし防止支援 

システム 

発進遅れ防止支援シス

テム 

道路線形情報 

サービス支援情報 

信号情報 

規制情報提供サービス 一時停止規制見落とし

防止支援システム 

 

道路線形情報 

サービス支援情報 

規制情報 

車両検知情報提供サービス 右折時衝突防止支援シ

ステム 

左折時衝突防止支援シ

ステム 

道路線形情報 

サービス支援情報 

車両検知情報 

信号情報（1） 

歩行者検知情報提供サービス （右折先）歩行者横断

見落とし防止支援シス

テム 

道路線形情報 

サービス支援情報 

横断歩行者検知情報 

信号情報（1） 

  注（１）：右折時衝突防止支援システム及び（右折先）歩行者横断見落とし防止支援シ

ステムにおいては、信号情報における現在灯色の提供を必須とする。 

 

6.1.3 自動走行システム用メッセージの概要 

ＩＴＳ無線路側機から自動運転車両に提供する信号情報メッセージセットの概要を

表6.3に示す。 

 

表6.3 自動走行システム用メッセージセットの概要 

サービス ＩＤ    種別 提供単位          メッセージの概要 

信号情報提供

サービス 

３ 

 

信号情報 

 

交差点 

 

ＤＳＳＳ用の信号情報メッセージを共用

する。 

10 

 

交差点識別情報 

 

交差点 

 

ダイナミックマップとの紐付け情報及び

信号情報の提供方路を識別するための紐

付け情報 

 

 

 

 

 

6.1.4 ＤＳＳＳメッセージセットとの共用について 

自動走行システムにおいては、同じく700ＭＨｚ帯電波を活用するＤＳＳＳ用の信号

情報を共用する。表6.4にＤＳＳＳと自動走行システムを併用した場合等における提供
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メッセージセットを示す。 

 

表6.4 ＤＳＳＳ及び自動走行システムの共用について 

 

 

 

7. ダウンリンク情報の定義 

7.1 データ定義における共通事項 

(1) 未使用 

未使用とは、関連する他の規格との兼ね合い等から、ビット又はデータエリアをあ

らかじめ確保する必要があるが、本規格では使用禁止を意味する。未使用のビット又

はデータエリアは、送信側にて「０」とする。 

(2) 予備 

予備とは、将来の機能拡張等に備えるための純粋な予備である。予備のビット又は

データエリアは不定とし、受信側は「１」（又は「０」以外の値）となっても支障のな

い処理を行う。 

(3) 登録予備 

登録予備とは、関連する他の規格との兼ね合い及び将来規定する可能性の高い機能

に対し、予め使用するビット又はデータエリアを確保したものである。登録予備のビ

ット又はデータエリアは、予備の場合と同様とする。 

 

7.2 データの表現と配置 

各データ項目に記述されているデータは、特定のビット数のバイナリで表現される

数値又はコード情報である。 

後述のデータ形式と実際のデータの配置を図7.1に示す。 

No 区分 補足 提供メッセージセット 

1 ＤＳＳＳ 

専用時 

 道路線形情報（ＩＤ＝１） 

サービス支援情報（ＩＤ＝２） 

信号情報（ＩＤ＝３） 

2 ＤＳＳＳ 

及び 

自動走行 

システム

併用時 

信号情報を両システム 

で共用する。 

なお、ＤＳＳＳ対象方

路を限定する場合は、

サービス支援情報で指

定する。 

道路線形情報（ＩＤ＝１） 

サービス支援情報（ＩＤ＝２） 

信号情報（ＩＤ＝３） 

交差点識別情報（ＩＤ＝10） 

 

3 自動走行 

システム 

専用時 

ＧＰＳ電波受信環境等

のＤＳＳＳ導入要件を

満たしていない交差点 

信号情報（ＩＤ＝３） 

交差点識別情報（ＩＤ＝10） 
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１

バ

イ

ト

目 

２

バ

イ

ト

目 

３バイト目 ……… 

        

                                

 

 

 

構成ＤＦ／ＤＥ 表現形式 コード 

DF_提供点管理番号 

 DE_都道府県コード bin(8) E-2 

DE_提供点種別コード bin(1) E-4 

DE_交差点ID／単路ID bin(15) C-2 

DF_提供点座標情報 

 DF_緯度 

  DE_緯度（度） bin(8) B-1 

 DE_緯度（分） bin(8) B-2 

 DE_緯度（1/100秒） bin(16) B-3 

DF_経度 

  DE_経度（度） bin(9) B-4 

 DE_経度（分） bin(7) B-5 

 

図7.1 データ形式と実際のデータレイアウト例 

7.3 共通ヘッダ 

各メッセージに付与される共通ヘッダの構成は「ＩＴＳ無線路側機 通信アプリケ

ーション共通規格」を参照のこと。  

 

7.4 メッセージ固有情報 

7.4.1 道路線形情報 

道路線形情報の構成を表7.1に示す。 

なお、道路線形情報の構造とノード設置基準等については、分冊を参照のこと。ま

た、コードの詳細については、「8. データ項目の定義」を参照のこと。 

 

表7.1 道路線形情報の構成 

構成ＤＦ／ＤＥ 表現形式 コード 備考 

DF_提供点管理番号 

 DE_都道府県コード bin(8) E-2  

DE_提供点種別コード bin(1) E-4  
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DE_交差点ID／単路ID bin(15) C-2  

DF_提供点座標情報 

 DF_緯度 

  DE_緯度（度） bin(8) B-1  

 DE_緯度（分） bin(8) B-2  

 DE_緯度（1/100秒） bin(16) B-3  

DF_経度 

  DE_経度（度） bin(9) B-4  

 DE_経度（分） bin(7) B-5  

 DE_経度（1/100秒） bin(16) B-6  

DE_高度 bin(16) B-7  

  DE_接続方路数（Ｉ） bin(8) D-11  

  DF_方路情報：１ 

 DE_方路ID bin(8) C-4  

DE_方路接続方位 bin(8) F-1  

DE_流入／流出区分コード bin(8) E-5  

DE_流入方路情報ポインタ bin(16) F-2  

DE_下流路線情報ポインタ bin(16) F-3  

  ： 

DF_方路情報：Ｉ 
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方路情報（１）－DF_流入方路情報 

DE_方路ノード数（Ｊ） bin(8) F-4  

DE_分岐ノード数 bin(8) F-5  

DE_分流ノード数 bin(8) F-6 未使用(0を設定) 

DE_合流ノード数 bin(8) F-7 未使用(0を設定) 

DF_ノード属性情報：１ 

 DE_ノードID bin(8) C-5  

DE_ノード種別コード bin(8) E-6  

DF_ノード座標情報  

  DF_緯度 

 DF_経度 

 DE_高度 bin(16) B-7  

DE_進行方位 bin(8) F-8  

DE_流入車線数 bin(8) F-9  

DE_分岐／分流／合流情報ポ

インタ 

bin(16) F-10  

DE_ノード属性拡張情報ポイ

ンタ（将来用） 

bin(16) F-11  

  ： 

DF_ノード属性情報：Ｊ 

 

 

方路情報（１）－流入方路情報－DF_分岐情報×（分岐ノード数＋流入路停止線ノー

ド） 

DE_分岐方路数（Ｋ） bin(8) F-12  

DF_分岐方路属性情報：１ 

 DE_流入／流出区分コード bin(8) E-5  

DE_分岐接続方位 bin(8) F-13  

  ： 

DF_分岐方路属性情報：Ｋ 
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方路情報（１）－流入方路情報－DF_分流情報×（分流ノード数）                             

DE_分流方路数（Ｌ） bin(8) F-14  

DF_分流方路属性情報：１ 

 DE_分流接続方位 bin(8) F-15  

DE_方路ノード数 （Ｍ） bin(8) F-4  

DE_分岐ノード数 bin(8) F-5  

DF_ノード属性情報：１ 

   ：  

DF_ノード属性情報：Ｍ 

  ： 

DF_分流方路属性情報：Ｌ 

 

 

方路情報（１）－流入方路情報－DF_合流情報×（合流ノード数） 

DE_合流接続方位 bin(8) F-16  

DE_方路ノード数 （Ｎ） bin(8) F-4  

DE_分岐ノード数 bin(8) F-5  

DF_ノード属性情報：１ 

： 

DF_ノード属性情報：Ｎ 

  

 

方路情報（１）－DF_下流路線情報                          

DE_下流交差点数（Ｏ） bin(8) F-17  

DF_下流交差点属性情報：１ 

 DE_予備１ bin(1) D-1  

DE_交差点ID bin(15) C-2  

DF_流入方路情報               

  ： 

DF_下流交差点属性情報：Ｏ 

              ： 

方路情報：Ｉ－DF_流入方路情報 

方路情報：Ｉ－DF_下流路線情報 

 

(1) ＤＦ＿提供点管理番号 

提供点の種別と提供点を識別するための管理番号を表す。  

(2) ＤＦ＿提供点座標情報   

提供点が交差点の場合、交差点の中心位置相当の絶対座標（緯度・経度・高度）を

表し、この位置を右折待ち位置として代替する。提供点が単路の場合、道路線形情報

の下流終点ノードの絶対座標（緯度・経度・高度）を表す。  
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(3) ＤＦ＿緯度 

緯度（度、分、1/100秒）を表す。 

(4) ＤＦ＿経度 

経度（度、分、1/100秒）を表す。 

(5) ＤＦ＿方路情報 

対象方路の属性情報と、ＤＦ＿流入方路情報及びＤＦ＿下流交差点情報の格納位置

を示すポインタ情報を格納する。  

(6) ＤＦ＿流入方路情報 

流入方路に属するノード数と「ノード属性情報」を格納する。  

なお、工事等による道路構造変化によって、ノードが追加／削除された場合におい

ても、ノードは上流側の起点ノードから停止線ノードまでが順番に格納される。  

(7) ＤＦ＿ノード属性情報 

ノードＩＤ、ノード種別コード等のノードの属性情報を表す。  

(8) ＤＦ＿ノード座標情報 

ノードの絶対座標（緯度・経度・高度）を表す。  

(9) ＤＦ＿分岐情報 

リンク途中での流出入分岐地点の情報を表し、分岐方路数と「分岐方路属性情報」

を格納する。  

(10) ＤＦ＿分岐方路属性情報 

分岐方路の属性として分岐方位等の情報を表す。  
(11) ＤＦ＿分流情報 

サービス対象方路が物理的に複数のサービス対象方路に分離する地点の情報を表

し、分流方路数と「分流方路属性情報」を格納する。  

(12) ＤＦ＿分流方路属性情報 

分流方路に属するノード数と「ノード属性情報」を格納する。  

なお、「分流方路属性情報」は左側の分流路から順番に格納される。また、分流方路

におけるノードは上流から順番に格納される。 

(13) ＤＦ＿合流情報 

サービス対象方路に他のサービス対象方路が途中合流する地点の情報を表し、接続

方位等の属性情報と「ノード属性情報」を格納する。  

(14) ＤＦ＿下流路線情報 

下流路線に属する交差点数と「下流交差点属性情報」を格納する。  
なお、「下流交差点属性情報」は上流の交差点から順番に格納される。 

(15) ＤＦ＿下流交差点属性情報  

下流交差点ＩＤと下流交差点のサービス対象方路の「流入方路情報」を表す。  

なお、下流交差点におけるサービス対象方路は一方路のみとする。  
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7.4.2 サービス支援情報 

サービス支援情報の構成を表7.2に示す。 

 

表7.2 サービス支援情報の構成 

構成ＤＦ／ＤＥ 表現形式 コード 備考 

DF_提供点管理番号 

 DE_都道府県コード bin(8) E-2  

DE_提供点種別コード bin(1) E-4  

DE_交差点ID／単路ID bin(15) C-2  

DE_提供対象個別メッセージ bin(16) G-1  

DE_サービス方路数（Ｉ） bin(8) D-12  

DF_サービス方路情報：１  

 DE_方路ID bin(8) C-4  

DE_予備８ bin(8) D-8  

 DE_流入／流出区分コード bin(8) E-5  

 DE_予備８ bin(8) D-8  

 DE_サービス起点ノードID bin(8) G-3  

DE_方路対応サービス内容情

報ポインタ 

bin(16) G-4  

DE_方路対応サービス距離情

報ポインタ 

bin(16) G-5  

  ： 

DF_サービス方路情報：Ｉ 

 

 

サービス方路情報（１）－DF_方路対応サービス内容情報 

DE_方路提供サービス数（Ｊ） bin(8) G-6  

DF_サービス情報：１  

 DE_システム種別コード bin(8) E-8  

DE_システム関連情報 bin(8) G-7  

 ： 

DF_サービス情報：Ｊ 
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サービス方路情報（１）－DF_方路対応サービス距離情報 

  DE_サービス距離情報数（Ｋ） bin(8) G-8  

  DF_サービス距離情報：１ 

 DE_サービス距離種別コード bin(8) E-9  

  DF_対象点情報 

   DE_対象点ノードID bin(8) G-9  

  DF_ノード座標情報 

   DF_緯度 

   DE_緯度（度） bin(8) B-1  

  DE_緯度（分） bin(8) B-2  

  DE_緯度（1/100秒） bin(16) B-3  

  DF_経度 

   DE_経度（度） bin(9) B-4  

  DE_経度（分） bin(7) B-5  

  DE_経度（1/100秒） bin(16) B-6  

  DE_予備８ bin(16) D-8  

  DE_道程距離情報 bin(16) G-10  

  ： 

DF_サービス距離情報：Ｋ 

 

            ： 

 

サービス方路情報：Ｉ－DF_方路対応サービス内容情報 

サービス方路情報：Ｉ－DF_方路対応サービス距離情報 

                            

(1) ＤＦ＿提供点管理番号 

提供点の種別と提供点を識別するための管理番号を表す。  

(2) ＤＦ＿サービス方路情報 

対象方路の属性情報、対象方路から提供されるサービスの起点情報及び対応するＤ

Ｆ＿方路対応サービス内容情報とＤＦ＿方路対応サービス距離情報の格納位置を示す

ポインタ情報を表す。  

(3) ＤＦ＿方路対応サービス内容情報 

対象方路から提供されるシステムの数と提供システム種別を識別するための情報を

表す。  

(4) ＤＦ＿サービス情報 

提供システムの種別コード及びシステムに対応した個別メッセージを識別するため

のシステム関連情報を表す。  

(5) ＤＦ＿方路対応サービス距離情報 

対象方路の提供システムが必要とするサービス距離情報を表す。  

なお、サービス距離情報は、「サービス起点情報」に格納されるノード位置から「対
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象点情報」に格納されるノード位置までの道程距離とする。システムに対応したサー

ビス距離情報の種別については分冊を参照のこと。  
(6) ＤＦ＿サービス距離情報 

サービス距離情報の種別コード及び「対象点情報」を格納する。  

(7) ＤＦ＿対象点情報 

サービス距離情報の目標となる対象点ノードの属性情報を表す。  

(8) ＤＦ＿ノード座標情報 

対象点ノードの絶対座標情報（緯度・経度・高度）を表す。対象点が道路線形情報

に格納されないノード（ノードＩＤが無効値となる「交差点中心位置」、「右折待ち位

置」、「操舵開始地点」又は「横断歩道手前」、「減速目標ライン位置」）の場合に絶対座

標情報を格納する。  

その他の場合は、絶対座標情報の格納を省略可とし、省略時は、無効値を格納す

る。  
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7.4.3 信号情報 

信号情報の構成を表7.3に示す。 

 

表7.3 信号情報の構成 

構成ＤＦ／ＤＥ 表現形式 コード 備考 

DF_提供点管理番号 

 DE_都道府県コード bin(8) E-2  

DE_提供点種別コード bin(1) E-4  

DE_交差点ID／単路ID bin(15) C-2  

DE_感応制御種別及び特定制御

動作中フラグ 

bin(8) D-8 予約領域 

DE_システム状態 bin(8) H-1  

DE_イベントカウンタ bin(8) H-2  

DE_車灯器数 bin(8) H-3  

DE_歩灯器数 bin(8) H-4 「０」を格納 

DE_接続方路数（Ｉ） bin(8) D-11  

DE_サービス方路数（Ｊ） bin(8) D-12  

DF_サービス方路信号情報：１  

 DE_方路ID bin(8) C-4  

DE_信号通行方向情報有無 

フラグ 

bin(1) H-5  

DE_予備７ bin(7) D-7  

DE_信号通行方向情報 bin(8) H-6  

DE_車灯器情報ポインタ：１ bin(16) H-7  

 ： 

DE_車灯器情報ポインタ：Ｉ bin(16) H-7  

DE_歩灯器情報ポインタ：１ bin(16) H-8 無効値のフルビット

を格納 

 ： 

DE_歩灯器情報ポインタ：Ｉ bin(16) H-8 無効値のフルビット

を格納 

    ： 

 DF_サービス方路信号情報：Ｊ 
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DF_車灯器情報（×車灯器数） 

DE_車灯器ID bin(4) C-6  

DE_灯色出力変化数（Ｋ） bin(4) H-9  

DF_車両灯器情報（１） 

 DE_丸信号灯色表示 bin(8) H-10  

DE_青矢信号表示方向 bin(8) H-11  

DE_カウントダウン停止フラ

グ 

bin(1) H-12  

DE_最小残秒数（0.1秒） bin(15) H-13  

DE_最大残秒数（0.1秒） bin(16) H-14  

 ： 

DF_車両灯器情報：Ｋ 

 

DF_歩灯器情報（×歩灯器数） 

DE_歩灯器ID bin(4) C-7  

DE_灯色出力変化数（Ｌ） bin(4) H-9  

DF_歩行者灯器情報：１ 

 DE_歩行者信号表示 bin(8) H-15  

DE_カウントダウン停止フラ

グ 

bin(1) H-12  

DE_最小残秒数（0.1秒） bin(15) H-13  

DE_最大残秒数（0.1秒） bin(16) H-14  

 ： 

DF_歩行者灯器情報：Ｌ 

 

(1) ＤＦ＿提供点管理番号 

提供点の種別と提供点を識別するための管理番号を表す。  
(2) ＤＦ＿サービス方路信号情報 

対象方路を識別するための情報及び対象方路の信号情報を格納する。 

(3) ＤＦ＿車灯器情報 

「車灯器ＩＤ」、「灯色出力変化数」及び灯色出力変化数分の「車両灯器情報」を格

納する。  

(4) ＤＦ＿車両灯器情報 

対象車両灯器の信号灯色表示、表示秒数等を格納する。  

(5) ＤＦ＿歩灯器情報 

「歩灯器ＩＤ」、「灯色出力変化数」及び灯色出力変化数分の「歩行者灯器情報」を

格納する。  

(6) ＤＦ＿歩行者灯器情報 

対象歩行者灯器の信号灯色表示、表示秒数等を格納する。  
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7.4.4 規制情報 

規制情報の構成を表7.4に示す。 

 

表7.4 規制情報の構成 

構成ＤＦ／ＤＥ 表現形式 コード 備考 

DF_提供点管理番号 

 DE_都道府県コード bin(8) E-2  

DE_提供点種別コード bin(1) E-4  

DE_交差点ID／単路ID bin(15) C-2  

DE_予備８ bin(8) D-8  

DE_システム状態 bin(8) J-1  

DE_提供規制情報数 bin(8) J-2  

DE_サービス方路数（Ｉ） bin(8) D-12  

DF_方路規制情報：１ 

 DE_方路ID  bin(8) C-4  

 DE_方路規制情報数（Ｊ） bin(8) J-3  

 DE_規制情報ポインタ：１ bin(16) J-4  

  ： 

 DE_規制情報ポインタ：Ｊ bin(16) J-4  

 ： 

  DF_方路規制情報：Ｉ 

 

 

  DF_規制情報 （×提供規制情報数） 

DE_規制ID bin(8) C-8    

DF_規制区間 

 DE_方路ID  bin(8) C-4  

 DE_規制対象接続方路 bin(8) J-5  

 DE_規制開始端ノードID bin(8) J-6  

 DE_規制開始端ノードから規

制開始位置までの道程距離 

bin(16) J-7  

 DE_規制終了端ノードID bin(8) J-8  

 DE_規制終了端ノードから規

制終了位置までの道程距離 

bin(16) J-9  

DF_規制内容 

 DE_識別番号 bin(9) J-10  

 DE_補助番号 bin(4) J-11  

 DE_補助記号 bin(3) J-12  

 DE_標識数値パラメータ bin(8) J-13  

DE_規制対象車種１ bin(8) J-14  
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DE_規制対象車種２ bin(8) J-15  

DE_規制対象車種３ bin(8) J-16  

DE_規制対象条件数（Ｋ） bin(8) J-17  

DF_規制対象条件：１ 

 DE_規制条件項目 bin(8) J-18  

 DE_条件項目数値パラメータ bin(8) J-19  

 ： 

DF_規制対象条件：Ｋ 

DE_規制対象期間数（Ｌ） bin(8) J-20  

DF_規制対象期間：１ 

 DE_規制対象日種別  bin(8) J-21  

 DE_規制対象曜日 bin(8) J-22  

 DE_規制指定日 bin(8) J-23  

 DF_規制開始日時 

  DE_年 bin(16) A-1  

  DE_月 bin(8) A-2  

  DE_日 bin(8) A-3  

  DE_時刻（時） bin(8) A-4  

  DE_時刻（分） bin(8) A-5  

 DF_規制終了日時 

  DE_年 bin(16) A-1  

  DE_月 bin(8) A-2  

  DE_日 bin(8) A-3  

  DE_時刻（時） bin(8) A-4  

  DE_時刻（分） bin(8) A-5  

 ： 

 DF_規制対象期間：Ｌ 

     

(1) ＤＦ＿提供点管理番号 

提供点の種別と提供点を識別するための管理番号を表す。  

(2) ＤＦ＿方路規制情報 

方路ＩＤ、対象方路に対応する規制情報数及び規制情報の格納位置を表す規制情報

ポインタを格納する。  

(3) ＤＦ＿規制区間 

規制対象区間を表す。  
(4) ＤＦ＿規制内容 

規制の種別を表す。  

(5) ＤＦ＿規制対象条件 

重量制限や高さ制限等の「規制条件項目」及び「条件項目数値パラメータ」を格納

する。  



- 17 - 
 

(6) ＤＦ＿規制対象期間 

規制が適用される期間を表す。  
(7) ＤＦ＿規制開始日時 

規制を適用開始する日時を表す。日時の指定が無い場合は、無効値を格納する。  

(8) ＤＦ＿規制終了日時 

規制を適用終了する日時を表す。日時の指定が無い場合は、無効値を格納する。  
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7.4.5 車両検知情報 

車両検知情報の構成を表7.5に示す。 

 

表7.5 車両検知情報の構成 

構成ＤＦ／ＤＥ 表現形式 コード 備考 

DF_提供点管理番号 

 DE_都道府県コード bin(8) E-2  

DE_提供点種別コード bin(1) E-4  

DE_交差点ID／単路ID bin(15) C-2  

DE_センサID bin(8) C-9  

DE_システム状態 bin(8) K-1  

DE_センサバージョン bin(8) K-2  

DE_位置種別 bin(1) K-3  

DE_システム設計遅延時間 bin(7) K-4  

DE_再送遅延時間 bin(8) K-5  

DF_車道検知エリア情報 

 DE_方路ID bin(8) C-4  

DE_基点ノードID bin(8) K-6  

DE_基点から近端までの道程

距離 

bin(16) K-7  

DE_基点から遠端までの道程

距離 

bin(16) K-8  

DE_車道検知エリア単位数：Ｉ bin(8) K-9  

DF_車道検知エリア単位：１ 

 
DE_検知対象車線 bin(16) K-10  

DE_四輪車存在有無 bin(1) K-11  

DE_二輪車存在有無 bin(1) K-12  

DE_予備６ bin(6) D-6  

DE_予備８ bin(8) D-8  

DE_予備８ bin(8) D-8  

DE_四輪検知数上限フラグ bin(1) K-13  

DE_四輪情報格納数：Ｊ bin(7) K-14  

DF_四輪車両情報：１ 

 DE_速度  bin(8) K-15  

DE_基点からの道程距離 bin(16) K-16  

DE_拡張領域サイズ bin(16) K-17  

（拡張領域） 

        ： 

DF_四輪車両情報：Ｊ 

DE_二輪検知上限フラグ bin(1) K-18  
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DE_二輪情報格納数：Ｋ bin(7) K-19  

DF_二輪車両情報：１    

 DE_速度 bin(8) K-15  

DE_基点からの道程距離 bin(16) K-16  

DE_拡張領域サイズ bin(16) K-17  

（拡張領域） 

： 

DF_二輪車両情報：Ｋ 

        ： 

DF_車道検知エリア単位：Ｉ 

 

(1) ＤＦ＿提供点管理番号 

提供点の種別と提供点を識別するための管理番号を表す。  

(2) ＤＦ＿車道検知エリア情報 

車両センサの検知対象エリアを表す。検知対象の方路ＩＤ、位置表現の基点となる

ノードＩＤ、基点からの近端／遠端それぞれの道程距離等を格納する。  

(3) ＤＦ＿車道検知エリア単位 

車道検知エリア単位毎の検知結果を表す。検知対象車線、ＤＦ＿四輪車両情報、Ｄ

Ｆ＿二輪車両情報等を格納する。  

(4) ＤＦ＿四輪車両情報 

四輪として検知した車両の情報を表す。速度、基点からの道程距離情報等を格納す

る。  

(5) ＤＦ＿二輪車両情報 

二輪として検知した車両の情報を表す。速度、基点からの道程距離情報等を格納す

る。  
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7.4.6 横断歩行者検知情報 

横断歩行者検知情報の構成を表7.6に示す。 

 

表7.6 横断歩行者検知情報 

構成ＤＦ／ＤＥ 表現形式 コード 備考 

DF_提供点管理番号 

 DE_都道府県コード bin(8) E-2  

DE_提供点種別コード bin(1) E-4  

DE_交差点ID／単路ID bin(15) C-2  

DE_センサID bin(8) C-9  

DE_システム状態 bin(8) K-1  

DE_センサバージョン bin(8) K-2  

DE_予備１ bin(1) D-1  

DE_システム設計遅延時間 bin(7) K-4  

DE_再送遅延時間 bin(8) K-5  

DE_横断歩道所属方路ID bin(8) K-20  

DE_ 歩 道 検 知 エ リ ア 単 位 数

（Ｉ） 

bin(8) K-21  

DF_歩道検知エリア単位：１ 

 DE_歩道検知エリア区分 bin(8) K-22  

DE_歩行者存在有無 bin(1) K-23  

DE_予備７ bin(7) D-7  

DE_拡張領域サイズ bin(16) K-17  

（拡張領域） 

        ： 

DF_歩道検知エリア単位：Ｉ 

 

(1) ＤＦ＿提供点管理番号 

提供点の種別と提供点を識別するための管理番号を表す。  

(2) ＤＦ＿歩道検知エリア単位 

歩道検知エリア単位毎の検知結果を表す。歩道検知対象区分、歩行者存在有無等を

格納する。  
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7.4.7 交差点識別情報 

交差点識別情報の構成を表7.7に示す。 

 

表7.7 交差点識別情報の構成 

構成ＤＦ／ＤＥ 表現形式 コード 備考 

DF_提供点管理番号 

 DE_都道府県コード bin(8) E-2  

DE_提供点種別コード bin(1) E-4  

DE_交差点ID／単路ID bin(15) C-2  

  登録予備 

 

bin(80)  将来の機能拡張等に

備えるための予備。

予備のデータエリア

は不定とし、受信側

は「１」（又は「０」

以外の値）となって

も支障のない処理を

行う。 

  DE_接続方路数（Ｉ） bin(8) D-11  

  DF_方路識別情報：１ 

 DE_方路ID bin(8) C-4  

登録予備 

 

bin(48)  将来の機能拡張等に

備えるための予備。

予備のデータエリア

は不定とし、受信側

は「１」（又は「０」

以外の値）となって

も支障のない処理を

行う。 

  ： 

DF_方路識別情報：Ｉ 



- 22 - 
 

8. データ項目の定義 

各データ項目の定義を表8.1～表8.11に示す。 

 

表8.1 時刻表現用データ項目 

コード DE名称 定義 

A-1 DE_年 西暦年を示す。ＢＣＤ形式で表現する。 

不明、無効時はフルビットを格納する。 

A-2 DE_月 月（１～12）を示す。ＢＣＤ形式で表現する。 

不明、無効時はフルビットを格納する。 

A-3 DE_日 日（１～31）を示す。ＢＣＤ形式で表現する。 

不明、無効時はフルビットを格納する。 

A-4 DE_時刻（時） 時間（０～23）を示す。ＢＣＤ形式で表現する。 

不明、無効時はフルビットを格納する。 

A-5 DE_時刻（分） 分（０～59）を示す。ＢＣＤ形式で表現する。 

不明、無効時はフルビットを格納する。 

 

表8.2 位置表現用データ項目 

コード DE名称 定義 

B-1 DE_緯度（度） 緯度・度（－90～90）を表す。正（０～＋90）を

北緯、負（－１～－90）を南緯とする。 

なお、負値は２の補数で表し、不明、無効時は正

の最大値（127）を格納する。 

B-2 DE_緯度（分） 緯度・分（０～59）を表す。 

不明、無効時はフルビットを格納する。 

B-3 DE_緯度（1/100秒） 緯度・1/100秒（０～5999）を表す。 

不明、無効時はフルビットを格納する。 

B-4 DE_経度（度） 経度・度（－ 180～ 180）を表す。正（０～  ＋

180）を東経、負（－１～－180）を西経とする。 

なお、負値は２の補数で表し、不明、無効時は正

の最大値（255）を格納する。 

B-5 DE_経度（分） 経度・分（０～59）を表す。 

不明、無効時はフルビットを格納する。 

B-6 DE_経度（1/100秒） 経度・1/100秒（０～5999）を表す。 

不明、無効時はフルビットを格納する。 

B-7 DE_高度 0.1ｍ単位の距離（－32768～32766）を表す。 

なお、負値は２の補数で表し、不明、無効時は正

の最大値（32767）を格納する。 

備考 緯度・経度は、世界測地系による地域メッシュコードを適用する。 
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表8.3 管理番号表現用データ項目 

コード DE名称 定義 

C-2 DE_交差点ID／単路ID 提供点の管理番号（１～32767）を表す。 

交差点IDを表す場合は、都道府県単位でユニーク

な番号とする。ただし、道路線形情報に格納され

る各下流路線情報における終端の下流交差点にお

いては、交差点ID＝０として、その流入方路情報

には終点ノードのみが格納される。 

単路IDを表す場合は、ＩＴＳ無線路側機単位でユ

ニークな番号とする。 

C-3 DE_メッセージID メッセージ種別毎の管理番号（１～127）を表す。 

「１：道路線形情報」「２：サービス支援情報」 

「３：信号情報」「４：予備」 

「５：規制情報」「６：車両検知情報」 

「７：横断歩行者検知情報」「８、９：予備」 

「10：交差点識別情報」「11～20：予備」 

「21～127：ＤＳＳＳシステム以外で使用」 

本項目は、「ITS無線路側機 通信アプリケーショ

ン共通規格」で定義される路車間通信情報の共通ヘ

ッダ及び路路間通信情報の転送ヘッダに設定され

る。 

C-4 DE_方路ID 提供点に接続する方路の管理番号（１～８）を表

す。 

なお、道路線形情報における方路接続方位の値が

最も小さい方路（北方向）を方路ID＝１として、

時計回りに順番に番号を付与する。 

C-5 DE_ノードID 道路線形情報に格納されるノードの管理番号（１

～254）を表す。 

道路線形情報単位でユニークな番号とする。 

C-6 DE_車灯器ID 車両用灯器の管理番号（１～12）を表す。 

信号情報単位でユニークな番号とする。 

C-7 DE_歩灯器ID 歩行者用灯器の管理番号（１～４）を表す。 

信号情報単位でユニークな番号とする。 

C-8 DE_規制ID 規制情報の管理番号（１～16）を表す。交差点単

位でユニークな番号とする。 

C-9 DE_センサID  センサ（車両用／歩行者用）の管理番号（１～

８）を表す。交差点単位でユニークな番号とす

る。 
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表8.4 数値表現用データ項目 

コード  DE名称 定義 

D-1 DE_予備１ １ビット予備領域 

D-2 DE_予備２ ２ビット予備領域（本規格では未使用） 

D-3 DE_予備３ ３ビット予備領域（本規格では未使用） 

D-4 DE_予備４ ４ビット予備領域（本規格では未使用） 

D-5 DE_予備５ ５ビット予備領域（本規格では未使用） 

D-6 DE_予備６ ６ビット予備領域 

D-7 DE_予備７ ７ビット予備領域 

D-8 DE_予備８ ８ビット予備領域 

D-11 DE_接続方路数 提供点における物理的な接続方路数（１～８）を

表す。 

なお、単路は１方路扱いとする。 

D-12 DE_サービス方路数 提供点における物理的な接続方路の内でサービス

対象となる方路数（０～８）を表す。 
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表8.5 コード／フラグ表現用データ項目 

コード  DE名称 定義 

E-2 DE_都道府県コード ＪＩＳ都道府県コードを表す。 

01:北海道 02:青森県 03:岩手県 04:宮城県 

05:秋田県 06:山形県 07:福島県 08:茨城県 

09:栃木県 10:群馬県 11:埼玉県 12:千葉県 

13:東京都 14:神奈川県 15:新潟県 16:富山県 

17:石川県 18:福井県 19:山梨県 20:長野県 

21:岐阜県 22:静岡県 23:愛知県 24:三重県 

25:滋賀県 26:京都府 27:大阪府 28:兵庫県 

29:奈良県 30:和歌山県 31:鳥取県 32:島根県 

33:岡山県 34:広島県 35:山口県 36:徳島県 

37:香川県 38:愛媛県 39:高知県 40:福岡県 

41:佐賀県 42:長崎県 43:熊本県 44:大分県 

45:宮崎県 46:鹿児島県 47:沖縄県 

E-4 DE_提供点種別コード 提供点の種別を表す。 

「０：交差点」「１：単路」 

E-5 DE_流入／流出区分コー

ド 

対象方路の種別として、一方通行、対面通行の区

分を表す。 

「０：流出専用」「１：流入専用」「２：流出入」 

E-6 DE_ノード種別コード ノードの種別を表す。 

「１：起点ノード（連携光ビーコン無し）」 

光ビーコンが無い流入方路における道路線形情報

のリンク代表起点位置を表す。 

「２：起点ノード（連携光ビーコン有り）」 

道路線形情報の流入方路の起点となる光ビーコン

のリンク代表位置を表す。 

なお、本ノードの絶対座標情報は、光ビーコンか

ら提供されるシステム情報－光ビーコン位置情報

の代表ヘッド格納座標と同じ値とする。 

「３：経由ノード」 

道路に沿った経由点のリンク代表位置を表す。各

ノード間の距離が流入方路では30ｍ、流出方路で

は50ｍ以下となるように適宜に設定される。 

「４：分岐ノード」 

起点ノードより下流区間における、途中流入及び

途中流出の分岐が発生するリンク代表位置を表

す。 

「５：分流ノード」 

サービス対象道路が分離帯等で複数のサービス対

象道路に物理的に構造が分かれるリンク代表位置
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を表す。 

「６：合流ノード」 

起点ノードを有するサービス対象方路が交差点流

入方路に合流するリンク代表位置を表す。 

「７：流入路停止線ノード」 

提供交差点流入路における停止線のリンク代表位

置を表す。 

「８：下流交差点停止線ノード」 

下流交差点停止線のリンク代表位置を表す。 

「９：下流交差点起点ノード」 

各下流交差点の流入路の起点となるリンク代表位

置を表す。反対車線の停止線の延長線上の位置と

する。流出専用リンクの場合は、隅切りからおよ

そ10ｍ下流位置とする。 

「10：終点ノード」 

流出方路の終点となるリンク代表位置を表す。 

各下流路線情報の終端となる下流交差点における

「下流交差点起点ノード」相当の位置とする。 

E-7 未定義 未定義 

E-8 DE_システム種別コード サービスに対応したシステムの種別を表す。 

「01H：信号見落とし防止支援システム又は発進遅

れ防止支援システム」 

「02H：予備」 

「03H：一時停止規制見落とし防止支援システム」 

「11H：左折時衝突防止支援システム」 

「12H：右折時衝突防止支援システム」 

「20H：追突防止支援システム」 

「33H：左接近車出会い頭衝突事故防止支援システ

ム（非優先道路）」 

「34H：右接近車出会い頭衝突事故防止支援システ

ム（非優先道路）」 

「51H：（左折先）歩行者横断見落とし防止支援シ

ステム」 

「52H：（右折先）歩行者横断見落とし防止支援シ

ステム」 

「53H：（自方路）歩行者横断見落とし防止支援シ

ステム」 

 

E-9 DE_サービス距離種別コ

ード 

 サービス距離情報の種別を表す。 

「２：サービス起点から停止線までの道程距離」 

「３：サービス起点から交差点中心までの道程距
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離」 

「４：サービス起点から操舵開始地点までの道程

距離」 

「５：サービス起点から左折先終点までの道程距

離」 

「７：サービス起点から右折待ち位置までの道程

距離」 

「８：サービス起点から右折先終点までの道程距

離」 
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表8.6 道路線形情報用データ項目 

コード DE名称 定義 

F-1 DE_方路接続方位 提供点（交差点）へ接続する方路の接続角度とし

て、真北を０度とした絶対方位（1.5度単位：０～

239）を表す。 

方路接続部の下流交差点起点ノード位置相当から

10ｍ以上上流に遡った任意の点を結んだ直線の角

度とする。 

 

 

 

F-2 DE_流入方路情報ポイン

タ 

流入方路の属性情報を格納する位置として、配信

制御情報及び共通ヘッダ部を除いた、メッセージ

固有情報の先頭位置から、指定データまでのバイ

ト数（０～4000）を表す。 

流出専用方路や流入方路情報を格納しない場合

は、無効値としてフルビットを格納する。 

F-3 DE_下流路線情報ポイン

タ 

下流路線の属性情報を格納する位置として、配信

制御情報及び共通ヘッダ部を除いた、メッセージ

固有情報の先頭位置から、指定データまでのバイ

ト数（０～4000）を表す。 

提供点が単路の場合、対象方路が流入専用方路で

下流路線情報を格納しない方路の場合は、無効値

としてフルビットを格納する。 

F-4 DE_方路ノード数 対象方路情報に格納されるノード数（０～64）を

表す。 

起点ノードから途中の各ノード（経由ノード、分

岐ノード、分流ノード）を経て停止線ノードに至

るまでの合計ノード数である。 

なお、分流方路では、分流ノードより下流側ノー

ドから停止線ノードまでのノード数となる。 

合流方路では、起点ノードから合流ノードの上流

側ノードまでのノード数となる。 
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F-5 DE_分岐ノード数 対象方路情報に格納されるノード内における分岐

ノード数（０～16）を表す。 

F-6 DE_分流ノード数 対象方路情報に格納されるノード内における分流

ノード数（０～16）を表す。 

F-7 DE_合流ノード数 対象方路情報に格納されるノード内における合流

ノード数（０～16）を表す。 

F-8 DE_進行方位 進行方位は、当該ノードと道路線形情報で定義さ

れる下流ノードを直線で結んだ方位として、真北

を０度とした絶対方位（1.5度単位：０～239）を

表す。 

なお、流入路停止線ノード及び終点ノードにおい

ては、進行方位を無効として、フルビットを格納

する。分流ノードにおいては、分流元の流入路に

おける下流ノードへの進行方位を格納する。 

 

 

 

F-9 DE_流入車線数 当該ノード位置での車線数（１～８）を表す。 

F-10 DE_分岐／分流／合流情

報ポインタ 

ノード種別に対応した属性情報を格納する位置と

して、配信制御情報及び共通ヘッダ部を除いた、

メッセージ固有情報の先頭位置から、指定データ

までのバイト数（０～4000）を表す。 

ノード種別が分岐ノード、流入路停止線ノード及

び下流交差点停止線ノードの場合は、対応するDF_

分岐情報の格納位置を表す。 

ノード種別が分流ノードの場合は、対応するDF_分

流情報の格納位置を表す。 

ノード種別が合流ノードの場合は、対応するDF_合

流情報の格納位置を表す。 

その他のノード種別の場合は、無効値としてフル

ビットを格納する。 
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F-11 DE_ノード属性拡張情報

ポインタ 

ノード属性拡張情報を格納する位置として、配信

制御情報及び共通ヘッダ部を除いた、メッセージ

固有情報の先頭位置から、指定データまでのバイ

ト数（０～4000）を表す。 

将来の予約領域として、ノード属性情報を拡張す

る場合に使用する。現状は、無効値としてフルビ

ットを格納する。 

F-12 DE_分岐方路数 当該地点からサービスアウトする途中流出方路及

びサービスインする途中流入方路の数（１～８）

を表す。 

なお、流入路停止線ノードにおいては、交差点に

接続する方路数を示す。 

F-13 DE_分岐接続方位 分岐ノードと分岐方路を10ｍ以上上流に遡った任

意の点を直線で結んだ方位として、真北を０度と

した絶対方位（1.5度単位：０～239）を表す。 

なお、流入路停止線ノード及び下流交差点停止線

ノードにおける分岐接続方位には交差点の方路接

続方位相当を格納する。 

 

 

F-14 DE_分流方路数 当該ノードから分かれる分流方路数（１～８）を

表す。 

F-15 DE_分流接続方位 分流ノードと分流方路を10ｍ以上上流に遡った任

意の点を直線で結んだ方位として、真北を０度と

した絶対方位（1.5度単位：０～239）を表す。 

（分岐接続方位を参照） 

F-16 DE_合流接続方位 合流ノードと合流方路を10ｍ以上上流に遡った任

意の点を直線で結んだ方位として、真北を０度と

した絶対方位（1.5度単位：０～239）を表す。 

（分岐接続方位を参照） 

F-17 DE_下流交差点数 下流路線における格納対象交差点数（１～16）を

表す。 
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表8.7 サービス支援情報用データ項目 

コード DE名称 定義 

G-1 DE_提供対象個別メッセ

ージ 

提供対象の「個別メッセージ」を示す。対応ビッ

トをＯＮにする。 

bit15：信号情報 

bit14：予備 

bit13：規制情報 

bit12～bit5：車両検知情報又は歩行者検知情報 

※情報を出力するセンサIDの番号順（１～８） 

bit4～bit0：予備 

ただし、送信周期毎の動的な状態を示すものでは

ない。 

G-2 未定義 未定義 

G-3 DE_サービス起点ノード

ID 

対象方路のサービス距離情報の起点位置として、

道路線形情報におけるノード ID（１～254）を表

す。 

流入／流出区分コードが「流入」の場合は、流入

路の「起点ノード」とする。（合流方路の起点ノー

ドは対象外とする。） 

流入／流出区分コードが「流出」の場合は、提供

点流出部における「下流交差点起点ノード」とす

る。 

G-4 DE_方路対応サービス内

容情報ポインタ 

対象方路から提供されるサービス内容情報を格納

する位置として、配信制御情報及び共通ヘッダ部

を除いた、メッセージ固有情報の先頭位置から、

指定データまでのバイト数（０～4000）を表す。 

G-5 DE_方路対応サービス距

離情報ポインタ 

対象方路から提供供されるサービスに関連した道

程距離情報を格納する位置として、配信制御情報

及び共通ヘッダ部を除いた、メッセージ固有情報

の先頭位置から、指定データまでのバイト数（０

～4000）を表す。 

G-6 DE_サービス数 対象方路から提供するサービスの数（１～８）を

表す。 

G-7 DE_サービス関連情報 対象サービスのシステム種別コードが車両検知情

報提供サービス及び歩行者検知情報提供サービス

の場合、サービスと対応するメッセージを識別す

るための関連情報として「センサID」を表す。 

その他のサービスでは無効値であるフルビットを

格納する。 
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G-8 DE_サービス距離情報数 提供するサービス距離情報の数（１～ 64）を表

す。 

G-9 DE_対象点ノードID サービス距離種別に対応する目標の対象点とし

て、道路線形情報におけるノードID（１～254）を

表す。 

道路線形情報に対象となるノードが存在しない場

合は、無効値としてフルビットを格納する。 

G-10 DE_道程距離情報 サービス起点位置から対象点に至る各ノードを最

短距離で辿った合計の道程距離を0.1ｍ単位（１～

65535）で表す。 
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表8.8 信号情報用データ項目 

コード DE名称 定義 

H-1 DE_システム状態 本メッセージの状態を表す。 

「０：無効」「１：有効」 

なお、「０：無効」が設定された場合は、本データ

項目のみが格納された構成となる。 

H-2 DE_イベントカウンタ ループカウンタ値（０～255）を表す。 

カウントダウン停止フラグがＯＦＦからＯＮにな

った場合、感応制御によって現在灯色が変化した

場合、現在灯色の残秒数が、不確定から確定に変

わった場合、不明になった場合、不明から復旧し

た場合及び灯色変化数が増加した場合にカウント

アップされる。 

H-3 DE_車灯器数 本メッセージに格納される車灯器数（０～12）を

表す。 

H-4 DE_歩灯器数 本メッセージに格納される歩灯器数（０～４）を

表す。 

H-5 DE_信号通行方向情報  

有無フラグ 

信号通行方向情報の有無を表す。 

「０：無効」「１：有効」 

H-6 DE_信号通行方向情報 メッセージ作成時点の青丸灯器と青矢灯器の表示状

態に応じて対応する通行許可方向（８方向）のビッ

トをＯＮにする。 

青丸灯器及び閃光時の黄点滅灯器が表示されている

場合は、全８方向を通行許可方向とする。 

青矢灯器の場合は、青矢灯器が示す方向をＯＮとす

る。 

「bit7：左斜め後ろ」「bit6：左」「bit5：左斜

め 前 」 「 bit4 ： 直 進 」 「 bit3 ： 右 斜 め 前 」

「bit2：右」「bit1：右斜め後ろ」「bit0：Ｕタ

ーン」 

なお、交差点の形状によらず、青矢灯器が示す方向

とする。 

H-7 DE_車灯器情報ポインタ サービス対象方路からの各流出方路に対応した車

灯器情報を格納する位置として、配信制御情報及

び共通ヘッダ部を除いた、メッセージ固有情報の

先頭位置から、指定データまでのバイト数（０～

4000）を表す。 

なお、自方路向け車灯器から順番に、時計回りで

交差点方路数分を格納する。 

自方路はＵターン方向を表す。道路標示・灯器・
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案内標識・待機マーカ等によりＵターンを意図す

る車線が存在しない場合は、無効としてフルビッ

トを格納する。その他、常時左折可の方路や、常

時進入禁止の方路、流出リンクが存在しない等、

流出方路に対応する車灯器が無い場合はフルビッ

トを格納する。 

H-8 DE_歩灯器情報ポインタ サービス対象方路からの各流出方路に対応した歩

灯器情報を格納する位置として、配信制御情報及

び共通ヘッダ部を除いた、メッセージ固有情報の

先頭位置から、指定データまでのバイト数（０～

4000）を表す。 

なお、自方路向け歩灯器から順番に、時計回りで

交差点方路数分を格納する。 

流出方路に対応する歩灯器が無い等、無効の場合

はフルビットを格納する。 

H-9 DE_灯色出力変化数 各車灯器／歩灯器情報で格納される灯色情報数

（１～12）を表す。表示順に格納する。 

なお、残秒数カウントダウンによって、次の灯色

へ遷移した場合は、灯色出力変化数は減算され

る。 

H-10 DE_丸信号灯色表示 丸灯器の表示灯色を表す。 

「０：不明」「１：青」「２：黄」「３：赤」

「４：黄点滅」「５：赤点滅」「６：滅灯」 

なお、手動動作中、異常時の保安動作中等は

「０：不明」とする。  

H-11 DE_青矢信号表示方向 青矢灯器の表示方向を表し、対象方向のビットをＯＮ

とする。 

「bit7：左斜め後ろ」「bit6：左」「bit5：左斜め

前」「 bit4：直進」「 bit3：右斜め前」「 bit2：

右」「bit1：右斜め後ろ」「bit0：Ｕターン」 

なお、交差点の形状によらず、青矢灯器が示す方向と

する。 

H-12 DE_カウントダウン停止

フラグ 

現在灯色（車両灯器情報（１）及び歩行者灯器情

報（１））の最小残秒数が、時間経過に応じてカウ

ントダウンされていくか否かを示す。  
「０：カウントダウン実行中」  
「１：カウントダウン停止中」 

なお、DF_車両灯器情報（２）及びDF_歩行者灯器

情報（２）以降においては、本領域は「予備」の扱

いとする。 
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H-13 DE_最小残秒数 当該灯色の予定継続の最小秒数（0.1秒単位：0.0

～240.0秒）を示す。残秒数が確定している場合

は、最小残秒数と最大残秒数に同じ値を格納す

る。 

感応制御等で残秒数が可変の場合は、信号機の設

定等で実行が保証される最小残秒数を格納する。 

手動動作中、異常時の保安動作中、階梯保持中、

FAST感応動作実行中等で、最小残秒数が不明の場

合にはフルビットを格納する。 

H-14 DE_最大残秒数 当該灯色の予定継続の最大秒数（0.1秒単位：0.0

～240.0秒）を示す。残秒数が確定している場合

は、最小残秒数と最大残秒数に同じ値を格納す

る。 

感応制御等で残秒数が可変の場合は、信号機の設

定等より実行し得る最大残秒数を格納する。 

手動動作中、異常時の保安動作中、階梯保持中、

FAST感応動作実行中等で、最大残秒数が不明の場

合にはフルビットを格納する。 

H-15 DE_歩行者信号表示 歩灯器の表示灯色を表す。 

「０：不明」「１：青」「２：青点滅」「３：赤」

「４：滅灯」 

なお、手動動作中、異常時の保安動作中等は

「０：不明」とする。 
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表8.9    規制情報用データ項目 

コード DE名称 定義 

J-1 DE_システム状態 規制情報の状態を表す。 

「０：無効」「１：有効」 

なお、「０：無効」が設定された場合は、本データ

項目のみが格納された構成となる。 

J-2 DE_提供規制情報数 本メッセージで提供する規制情報数（１～16）を

表す。 

J-3 DE_方路規制情報数 対象サービス方路における規制情報数（１～８）を

表す。 

J-4 DE_規制情報ポインタ 対象規制情報を格納する位置として、配信制御情

報及び共通ヘッダ部を除いた、メッセージ固有情

報の先頭位置から、指定データまでのバイト数

（０～4000）を表す。 

J-5 DE_規制対象接続方路 提供点の接続方路において、当該流入路からの進

入を禁止する規制（通行止め、車両進入禁止、指

定方向外通行禁止等）がある場合において、規制

対象の接続方路を示す。当該方路から時計回り順

に進入禁止の規制のある対象接続方路のビットを

ＯＮにする。（左隣の接続方路を接続方路１とす

る。） 

なお、進入を禁止する規制以外の場合は、フルビ

ットを格納する。 

「bit7：自方路（Uターン）」、 

「bit6：接続方路１」「bit5：接続方路２」 

「bit4：接続方路３」「bit3：接続方路４」 

「bit2：接続方路５」「bit1：接続方路６」 

「bit0：接続方路７」 

J-6 DE_規制開始端ノード

ID 

規制開始位置に最も近い上流ノード番号として、

道路線形情報におけるノード管理番号（１～254）

を表す。  
規制対象が停止線等、区間でなく地点の場合は、

無効値としてフルビットを格納する。  
J-7 DE_規制開始端ノードか

ら規制開始位置までの

道程距離 

規制終了ノードから規制終了地点まで道程距離

（0.1ｍ単位：0.0～6553.4ｍ）を示す。 

規制対象が停止線等、区間でなく地点の場合は、

無効値としてフルビットを格納する。 

J-8 DE_規制終了端ノード

ID 

規制終了位置に最も近い上流ノード番号として、

道路線形情報におけるノード管理番号（１～254）

を表す。 

規制対象が停止線等、区間でなく地点の場合は、
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無効値としてフルビットを格納する。 

J-9 DE_規制終了端ノード

から規制終了位置まで

の道程距離 

規制終了ノードから規制終了地点まで道程距離

（0.1ｍ単位：0.0～6553.4ｍ）を示す。 

規制対象が停止線等、区間でなく地点の場合は、

無効値としてフルビットを格納する。 

J-10 DE_識別番号 道路標識、区画線及び道路標示に関する命令に基づ

く標識種別の番号を示す。 

なお、平成20年３月31日時点の制定番号とする。 

（例：進行方向別通行区分＝327の７－Ａ～Ｄ） 

J-11 DE_補助番号 標識種別の補助番号（１～15）を示す。補助番号

が不要な場合は「０」を格納する。 

なお、平成20年３月31日時点の制定番号とする。 

（例：進行方向別通行区分＝327 の７－Ａ～Ｄ） 

J-12 DE_補助記号 標識種別の補助記号（Ａ～Ｇ）を示す。補助記号が

不要な場合は「０」を格納する。「１：Ａ」「２：

Ｂ」～「７：Ｇ」とする。 

なお、平成20年３月31日時点の制定番号とする。 

（例：進行方向別通行区分＝327 の７－Ａ～Ｄ） 

J-13 DE_標識数値パラメータ 規制標識の数値パラメータを示す（例：速度規制

の制限速度60km/hなど）。 

数値規定が無い等、無効時はフルビットを格納す

る。 

J-14 DE_規制対象車種１ 補助標識等で表現される対象車両の種別（歩行者、

自転車、軽車両除く）を示す。 

（種別－１） 

「bit7：大型特殊自動車」「bit6：普通貨物車」 

「bit5：普通乗用車」「bit4：軽自動車」 

「bit3：小型特殊自動車」 

「bit2：大型自動二輪車」 

「bit1：普通自動二輪車」 

「bit0：原動機付自転車」 

J-15 DE_規制対象車種２ （種別－２） 

「bit7：けん引」「bit6：タクシー」 

「bit5：路線バス」「bit4：マイクロバス」 

「bit3：トロリーバス」 

「bit2：大型貨物自動車」 

「bit1：定員30名以上の大型乗用自動車」 

「bit0：大型乗用自動車」 

J-16 DE_規制対象車種３ （種別－３） 

「bit7～bit4：予約領域」 

「bit3:特定中型貨物自動車」 

「bit2：特定中型乗用車」 
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「bit1：中型貨物自動車」 

「bit0：中型乗用車」 

J-17 DE_規制対象条件数 規制対象車両の条件項目数（０～８）を示す。

「０」の場合は条件なしとする。 

J-18 DE_規制条件項目 規制対象車両の条件項目を示す。 

「bit7～bit5：予約領域」 

「bit4：危険物積載車」 

「bit3：最大積載量」「bit2：横幅制限」 

「bit1：高さ制限」「bit0：重量制限」 

J-19 DE_条件項目数値パラメ

ータ 

規制条件項目に対応した数値パラメータを示す。 

重量制限及び最大積載量は0.1ｔ単位、高さ制限及

び横幅制限は0.1ｍ単位とする。 

J-20 DE_規制対象期間数 規制対象期間の条件項目数（０～８）を示す。 

「０」の場合は常時規制とする。 

J-21 DE_規制対象日種別  規制対象とする日種別を示す。 

「bit7：平日規制フラグ」：平日を規制対象とす

る。 

「bit6：休日規制フラグ」：休日を規制対象とす

る。 

「bit5：五十日規制フラグ」：五十日を規制対象

とする。 

「bit4：日またがりフラグ」：対象日種別の規制

が日をまたがる場合を示す。 

J-22 DE_規制対象曜日 規制対象の曜日を示す。 

「bit7：月曜」「bit6：火曜」「bit5：水曜」 

「bit4：木曜」「bit3：金曜」「bit2：土曜」 

「bit1：日曜」とする。 

曜日指定が無い場合は、bit7～bit1の全ビットを

ＯＦＦとする。 

J-23 DE_規制指定日 規制対象の特定日（１～31）を示す。指定がない

場合はフルビットを格納する。 
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表8.10    車両／歩行者検知情報用データ項目 

コード DE名称 定義 

K-1 DE_システム状態 本メッセージの状態を表す。 

「０：無効」「１：有効」 

なお、「０：無効」が設定された場合は、本デー

タ項目のみが格納された構成となる。 

K-2 DE_センサバージョン 適用される仕様に応じたセンサの世代番号（１～

255）を示す。 

K-3 DE_位置種別 車両計測の対象位置を表す。 

「０：先端部分」「１：後端部分」 

計測対象が車頭計測の場合は先端部分、車尾計測

の場合は後端部分とする。 

K-4 DE_システム設計遅延時

間 

事象発生から路車間メッセージとして出力される

までの設計上の遅延時間（0.1秒単位：0.0～

12.7秒）を示す。 

K-5 DE_再送遅延時間 メッセージを再送した場合の遅延時間として、

「メッセージ送信周期（設定値）×再送回数」を

格納する。（0.1秒単位：0.0～25.5秒） 

K-6 DE_基点ノードID 車両位置を表現する基点を識別することを目的と

して、道路線形情報におけるノード管理番号（１

～254）を表す。 

なお、交差点中心や右折待ちポイント等、ノード

が定義されていない地点を基点とする場合は

「０」を格納する。 

K-7 DE_基点から近端までの

道程距離 

基点ノードから検知エリアの近端までの道程距離

（0.1ｍ単位：－3276.8～3276.6ｍ）を示す。 

負値は２の補数で表す。 

K-8 DE_基点から遠端までの

道程距離 

基点から検知エリアの遠端までの道程距離（0.1

ｍ単位：－3276.8～3276.6ｍ）を示す。 

負値は２の補数で表す。 

K-9 DE_車道検知エリア単位

数 

車両検知情報の出力単位となる車道検知エリア単

位数（1～５）を示す。 

K-10 DE_検知対象車線 車道検知エリア単位の対象車線を示す。該当する

ビットを１とする。 

「bit15：左歩道」「bit14：左路側帯」「bit13～

bit6：車線（左歩道側から順に８車線を割り付け

る。）」「 bit5：中央分離帯」「 bit4：対向１車

線」「bit3：右路側帯」「bit2：右歩道」  

なお、左右の定義は車両進行方向から見た方向と

する。 
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K-11 DE_四輪車存在有無 右折時衝突防止支援システムにおいては、検知対

象車線における車両の有無を示す。  
左折時衝突防止支援システムにおいては、検知対

象車線における四輪車両の有無を示す。  
「０：無」「１：有」  

K-12 DE_二輪車存在有無 右折時衝突防止支援システムにおいては、「０」

を格納する。  
左折時衝突防止支援システムにおいては、検知対

象車線における二輪車両の有無を示す。  
「０：無」「１：有」  

K-13 DE_四輪検知数上限フラ

グ 

検知対象車線にシステム毎に定めた所定台数以上

の四輪車両が存在する場合、検知上限フラグを

「１」とする。  
K-14 DE_四輪情報格納数 出力する四輪車両障害物数（０～５）を示す。 
K-15 DE_速度 道程方向に沿った移動速度（km/h単位：-120～

120km/h）を示す。121km/h以上は120km/hと

し、負の値は逆走を意味する。不明等、無効時は

正の最大値（127）を格納する。 

K-16 DE_基点からの道程距離 基点から障害物の指定された位置種別までの道程

距離（0.1ｍ単位：－3276.8～3276.6ｍ）を示

す。なお、負値は２の補数で表し、不明等、無効

時は正の最大値（32767）を格納する。 
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K-17 DE_拡張領域サイズ 拡張用データのバイト数（０～4000）を格納す

る。現状は「０」を格納する。 

K-18 DE_二輪検知上限フラグ 検知対象車線にシステム毎に定めた所定台数以上

の二輪車両が存在する場合、検知上限フラグを

「１」とする。 

K-19 DE_二輪情報格納数 出力する二輪車両障害物数（０～５）を示す。 

 

K-20 DE_横断歩道所属方路ID 横断歩道が所属する方路を識別することを目的と

して、道路線形情報における方路ID（１～８）を

表す。 

K-21 DE_歩道検知エリア単位

数 

歩行者検知情報の出力単位となる歩道検知エリア

単位数（１～５）を示す。  
K-22 DE_歩道検知エリア区分 歩道検知エリア単位の種別を表す。 

 

「１：流出側待機エリア」、 

「２：流出側横断歩道」、 

「３：中央分離帯」、 

「４：流入側横断歩道」、 

「５：流入側待機エリア」 

 

 

 

K-23 DE_歩行者存在有無 歩道検知エリア単位における歩行者の存在有無を表

す。  
「０：無」、「１：有」  

 

 



自動運転の実現に向けた信号情報提供技術等の高度化に係る調査 
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1. 概要 

1.1 適用範囲 

本規格は、700ＭＨz 帯を用いたＩＴＳ無線路側機と中央装置のエンドアプリケーショ

ン間において、ＤＡＴＥＸ－ＡＳＮ形通信アプリケーション規格に定めるアプリケーシ

ョンプロトコルを介して、情報伝達を行うためのメッセージについて規定する。 

  プロトコルスタック上の適用範囲を図 1.1 に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

備考 太線は、本規格の範囲を示す。 

 

図 1.1 適用範囲 

1.2 制定の趣旨及び経緯 

 「ＩＴＳ無線路側機 仕様書」の制定に伴い、同装置に適用する通信規格として、

ＤＡＴＥＸ－ＡＳＮ通信アプリケーション規格 

（ＤＡＴＥＸ－ＡＳＮ） 

ＵＤ形トランスポート規格 

（ＵＤＰ／ＩＰ） 

エンド 

アプリケーション 

 

トランスポート層 

ネットワーク層 

データリンク層 

物理層 

ＩＴＳ無線路側機 

ＤＡＴＥＸ－ＡＳＮ 

メッセージ共通規格 

Ｓ９形インタフェース規格 

（ＰＰＰ） 

（ＥＩＡ－４２２－Ａ） 

ＵＤ形インタフェース規格 

（ＰＰＰ）    （ｲｰｻﾈｯﾄ） 

TTC 標準   IEEE802.3 

JT-I430-a 

又は 

ITU-T 勧告 

 V.32 

ＩＴＳ無線路側機 

ＤＡＴＥＸ－ＡＳＮ 

メッセージ個別規格 

アプリケーション層 

 

ＵＤ形符号化規格 

（ＯＥＲ） 

プレゼンテーション層 
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新たに制定した。 

 

1.3 改版の趣旨及び経緯 

(1) 版２では、ＩＴＳ無線路側機がセキュリティ情報確認応答を送信するタイミングに関

する追記と、電波ＤＳＳＳでは路線信号情報提供を行わないため、路線信号情報提供に

関する記述の削除を行った。 

 

2. 規格の名称 

本規格の名称は、次のとおりとする。 

「ＩＴＳ無線路側機 ＤＡＴＥＸ－ＡＳＮメッセージ共通規格  東京臨海部実証実験

版」 

 

3. サービス名称 

中央 装 置側 のサ ー ビ ス名 を 「 ITS_RSUC」 、 ＩＴ Ｓ 無線 路側 機 側 のサ ー ビス 名を

「ITS_RSU」とすることを推奨する。 

 

4. 用語の定義 

本規格で用いる主な用語の意味は、次のとおりである。 

(1) 下りセッション 

中央装置をサーバ、ＩＴＳ無線路側機をクライアントとして確立するセッションをい

う。 

エンドアプリケーションの情報は、主として、中央装置からＩＴＳ無線路側機に伝達

されるため下りセッションと呼ぶ。 

(2) 上りセッション 

中央装置をクライアント、ＩＴＳ無線路側機をサーバとして確立するセッションをい

う。 

エンドアプリケーションの情報は、主として、ＩＴＳ無線路側機から中央装置に伝達

されるため上りセッションと呼ぶ。 

(3) サブスクリプション 

ＤＡＴＥＸ－ＡＳＮ通信アプリケーション規格で規定するデータパケットタイプの

一種であり、クライアントからサーバに対して情報の公開を要求するために使用する。 

(4) パブリケーション 

ＤＡＴＥＸ－ＡＳＮ通信アプリケーション規格で規定するデータパケットタイプの

一種であり、クライアントからのサブスクリプションで要求された情報を、サーバがク

ライアントに公開するために使用する。 

 

 



－ 3 － 

5. メッセージのクラス定義 

メッセージは、ＤＡＴＥＸ－ＡＳＮで規定されるＩＳＯ１４８２７－ＭＥＳＳＡＧＥ

クラスを使用する。 

ＩＳＯ１４８２７－ＭＥＳＳＡＧＥクラスを定義文 5.1に示す。 

 

ISO14827-MESSAGE ::= CLASS{ 

&name    PrintableString(SIZE(0..255)) 

&definition   PrintableString(SIZE(0..65535)) 

&remarks   PrintableString(SIZE(0..2000))  OPTIONAL 

&MessageBody 

&messageType   ENUMERATED {publication, subscription} 

&subscriptionType  ENUMERATED 

    {single,event-driven,single-or-event, 

    periodic,single-or-periodic, 

    event-or-periodic,single-event-periodic}

     OPTIONAL 

&initialPublication  PrintableString(SIZE(0..255))  OPTIONAL 

&subsequentPublication   PrintableString(SIZE(0..255))  OPTIONAL 

 &id    OBJECT IDENTIFIER 

} 

WITH SYNTAX { 

 NAME    &name 

 DEFINITION   &definition 

 [REMARKS   &remarks] 

 MESSAGE BODY   &MessageBody 

 MESSAGE TYPE   &messageType 

 [SUBSCRIPTION TYPE  &subscriptionType] 

 [INITIAL-PUBLICATION  &initialPublication] 

 [SUBSEQUENT-PUBLICATIONS &subsequentPublication] 

 ID    &id 

} 

定義文 5.1 
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6. メッセージ概要 

6.1 下りセッション 

下りセッションでのメッセージ一覧を表 6.1に示す。 

 

表 6.1 下りセッションのメッセージ  

No. 

 

メッセージ名称 

 

ＰＤＵ 

タイプ 

 

サブスクリ

プションシ

リアル番号 

サブスク

リプショ

ンタイプ 

  1 

 

ＩＴＳ無線路側機 

応答要求 

reqRadioUnitRequest OFF-S 3000 event 

 RadioUnitRequest P  

  2 

 

ＩＴＳ無線路側機 

管理情報 

reqRadioUnitData    OFF-S 3001 event 

 RadioUnitSetData       P  

  3 

 

セキュリティ情報更新 

要求 

reqUpdateSecurityData OFF-S 3002 event 

 UpdateSecurityData P  

 

備考 全て、ＩＴＳ無線路側機との論理セッションで用いる。 

ＰＤＵタイプ欄の記号の意味は次のとおりとする。 

1) OFF-S   オフラインサブスクリプション 

2) P  パブリケーション 

各ＤＡＴＥＸ－ＡＳＮメッセージ規格で使用するオフラインサブスクリプション

メッセージとサブスクリプションシリアル番号において、各装置で共通的に使用する

サブスクリプションメッセージは、3000～3099 まで、それ以外のメッセージは次のと

おり割り付けることを推奨する。 

Ｄ Ｓ Ｓ Ｓ 用 ： 3 1 0 0～ 3 1 9 9  

Ｐ Ｔ Ｐ Ｓ 用 ： 3 2 0 0～ 3 2 9 9  

Ｆ Ａ Ｓ Ｔ 用 ： 3 3 0 0～ 3 3 9 9  

（ 予 備 ）  ： 3 4 0 0～  
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6.2 上りセッション 

上りセッションでのメッセージ一覧を、表 6.2に示す。 

 

表 6.2 上りセッションのメッセージ  

   

 No. 

 

メッセージ名称 

  

  

ＰＤＵ 

タイプ 

 

サブスクリ 

プションシ 

リアル番号 

サブスク 

リプショ 

ンタイプ 

  1 

 

車両情報 それぞれのアプリケーションのメッセージ規格の中で、個別に

規定する。 

  2 

 

時刻修正 

 

TimeAdjustRequest S 不定（1） single 

TimeAdjustResponse P   

  3 

 

初期動作発信 reqInitialActivate OFF-S 3000 event 

SendInitialActivate P   

  4 

 

正常受信応答 

（ＩＴＳ無線路側機） 

reqRadioUnitUPAckRcv OFF-S 3001 event 

 RadioUnitUPAckRcv P  

5 

 

異常受信応答 

（ＩＴＳ無線路側機） 

reqRadioUnitUPNackRcv OFF-S 3002 event 

 RadioUnitUPNackRcv P  

  6 ＩＴＳ無線路側機応答 

 

reqRadioUnitResponse OFF-S 3003 event 

RadioUnitResponse P   

  7 

 

ＩＴＳ無線路側機状態

情報 

reqRadioUnitStatus OFF-S 3004 event 

RadioUnitStatus P   

  8 

 

ＩＴＳ無線路側機状態

情報２ 

reqRadioUnitStatus2 OFF-S 3005 event 

 RadioUnitStatus2 P  

9 

 

セキュリティ情報確認 

応答 

reqConfirmedSecurityData OFF-S 3006 event 

 ConfirmedSecurityData P  

 

備考 全て、ＩＴＳ無線路側機との論理セッションで用いる。 

ＰＤＵタイプ欄の記号の意味は次のとおりとする。 

1) S  オンラインサブスクリプション 

2) OFF-S   オフラインサブスクリプション 

3) P      パブリケーション 

各ＤＡＴＥＸ－ＡＳＮメッセージ規格で使用するオフラインサブスクリプション

メッセージとサブスクリプションシリアル番号において、各装置で共通的に使用する

サブスクリプションメッセージは、3000～3099 まで、それ以外のメッセージは次のと

おり割り付けることを推奨する。 

Ｄ Ｓ Ｓ Ｓ 用 ： 3 1 0 0～ 3 1 9 9  
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Ｐ Ｔ Ｐ Ｓ 用 ： 3 2 0 0～ 3 2 9 9  

Ｆ Ａ Ｓ Ｔ 用 ： 3 3 0 0～ 3 3 9 9  

（ 予 備 ）  ： 3 4 0 0～  

 

  注
(１)

 「ＤＡＴＥＸ－ＡＳＮ通信アプリケーション規格」の付属書１での記述のとお

り、シングル型のオンラインサブスクリプションのサブスクリプションシリアル

番号は、１～1023 を周期的に使用する。 
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7. メッセージの詳細 

7.1 モジュールの開始 

本規格のメッセージのモジュール開始文を、定義文 7.1に示す。 

 

ITS_RSU-Messageset DEFINITIONS :: = BEGIN 

 

定義文 7.1 

 

7 . 2  下りセッション 

7 . 2 . 1  ＩＴＳ無線路側機応答要求 

(1) サブスクリプション 

ＩＴＳ無線路側機応答要求のサブスクリプションメッセージを定義文 7.2に示す。 

 

  reqRadioUnitRequest ISO14827-MESSAGE ::= 

  {  

  NAME    "ＩＴＳ無線路側機応答要求" 

  DEFINITION  "ＩＴＳ無線路側機応答要求のオフラインサブスクリプ

ションを意味する。" 

  MESSAGE BODY   NULL 

  MESSAGE TYPE   subscription 

  SUBSCRIPTION TYPE  event-driven 

  INITIAL-PUBLICATION  RadioUnitRequest 

  SUBSEQUENT-PUBLICATIONS  RadioUnitRequest 

  ID    {iso(1) org(3) dod(6) internet(1) private(4) 

      enterprises(1) utms(11482) ud_message(3) 

its_rsu(13) reqRadioUnitRequest(1)} 

      } 

定義文 7.2 

 

(2) パブリケーション 

   ＩＴＳ無線路側機応答要求のパブリケーションメッセージを定義文 7.3に示す。 

 

  RadioUnitRequest  ISO14827-MESSAGE ::= 

  { 

  NAME  "ＩＴＳ無線路側機応答要求" 

  DEFINITION  "ＩＴＳ無線路側機応答要求の事象発生タイミングはラ

ンダムとする。" 
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  MESSAGE BODY   NULL 

  MESSAGE TYPE   publication 

  ID    {iso(1) org(3) dod(6) internet(1) private(4) 

      enterprises(1) utms(11482) ud_message(3)  

its_rsu(13) RadioUnitRequest(2)} 

      } 

定義文 7.3 

 

7 . 2 . 2  ＩＴＳ無線路側機管理情報 

(1) サブスクリプション 

ＩＴＳ無線路側機管理情報のサブスクリプションメッセージを定義文 7.4に示す。 

 

  reqRadioUnitData  ISO14827-MESSAGE ::= 

  {  

  NAME    "ＩＴＳ無線路側機管理情報" 

  DEFINITION  "ＩＴＳ無線路側機管理情報のオフラインサブスクリプ

ションを意味する。" 

  MESSAGE BODY   NULL 

  MESSAGE TYPE   subscription 

  SUBSCRIPTION TYPE  event-driven 

  INITIAL-PUBLICATION  RadioUnitSetData 

  SUBSEQUENT-PUBLICATIONS  RadioUnitSetData 

  ID    {iso(1) org(3) dod(6) internet(1) private(4) 

      enterprises(1) utms(11482) ud_message(3)  

its_rsu(13) reqRadioUnitData(3)} 

  } 

定義文 7.4 

 

(2) パブリケーション 

   ＩＴＳ無線路側機管理情報のパブリケーションメッセージを定義文 7.5に示す。 

 

  RadioUnitSetData     ISO14827-MESSAGE ::= 

  { 

  NAME    "ＩＴＳ無線路側機管理情報" 

  DEFINITION  "ＩＴＳ無線路側機管理情報の事象発生タイミングはラ

ンダムとする。 

RadioEmitControl は、無線部の電波発射の制御を行う。

本内容は、無線部に対して電波の発射や休止を指定する
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ものであり、メッセージ種別に依存しない。 

     ０：電波発射可 

     １：電波発射休止 

Send-Period は、単位毎のメッセージ送信周期を表す情

報である。RadioEmitControl にて電波発射可を指定した

場合、メッセージ種別と送信周期を指定する。電波発射

休止を指定した場合は、Send-Period の指定は意味を持

たない。 

MessageType は、対象メッセージ種別を表す。同じ送信

周期のメッセージを指定する。 

     bit15：横断歩行者検知情報 

     bit14：車両検知情報 

     bit13：規制情報 

     bit12：予備 

     bit11：信号情報 

     bit10：サービス支援情報 

     bit9：道路線形情報 

     bit8：緊急車接近情報 

bit7：予備 

     bit6：PTPS サービス情報 

bit5：交差点識別情報 

bit4-0：予備 

SendPeriod は、100 ミリ秒単位の送信周期（１～255）

を表す。 

                             " 

  MESSAGE BODY  SEQUENCE{ 

                              RadioEmitControl OCTET STRING(SIZE(1))， 

    Send-Period SEQUENCE SIZE(0..16) OF SEQUENCE { 

           MessageType OCTET STRING(SIZE(2))，  

        SendPeriod  INTEGER(1..255)) 

        }, 

      } 

  MESSAGE TYPE   publication 

  ID    {iso(1) org(3) dod(6) internet(1) private(4) 

      enterprises(1) utms(11482) ud_message(3)  

its_rsu(13) RadioUnitSetData(4)} 

  } 

定義文 7.5 
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7.2 . 3  セキュリティ情報更新要求 

(1) サブスクリプション 

セキュリティ情報更新要求のサブスクリプションメッセージを定義文 7.6に示す。 

 

 reqUpdateSecurityData ISO14827-MESSAGE ::=  

 { 

 NAME    "セキュリティ情報更新要求" 

 DEFINITION  "セキュリティ情報更新要求のオフラインサブスクリプ

ションを意味する。" 

 MESSAGE BODY   NULL 

 MESSAGE TYPE   subscription 

 SUBSCRIPTION TYPE  event-driven 

 INITIAL PUBLICATION  UpdateSecurityData 

 SUBSEQUENT PUBLICATION UpdateSecurityData 

 ID    {iso(1) org(3) dod(6) internet(1) private(4)  

          enterprises(1) utms(11482) ud_message(3)   

its_rsu(13) reqUpdateSecurityData(5)} 

 } 

定義文 7.6 

 

(2) パブリケーション 

セキュリティ情報更新要求のパブリケーションメッセージを定義文 7.7に示す。 

 

 UpdateSecurityData  ISO14827-MESSAGE ::= { 

 NAME    "セキュリティ情報更新要求" 

 DEFINITION    "セキュリティ情報の更新要求を意味する。 

ＩＴＳ無線運用管理機関から提供されたセキュリティ更

新情報（SecurityData）を、ＩＴＳ無線路側機へ送信す

る。 

Frame-nbr：フレーム番号 

セキュリティ情報更新要求のフレーム番号を示す。 

bit7：最終フレームフラグ 

１：最終フレーム 

０：最終フレームではない 

bit6-0：フレームの順序番号を示す。 

第１フレームの場合と第２フレーム以降の場合の内容を

以下に示す。 

＜第１フレームの場合＞ 

UpdateMode：更新種別 
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セキュリティ情報更新の種別を示す。 

 1：鍵切替 

 その他：予備 

SecurityData1：更新要求データ１ 

ＩＴＳ無線運用管理機関から提供されたセキュリティ更

新情報を設定する。 

第１フレームで送信する実データで、最大 245 バイトと

する。 

＜第２フレーム以降の場合＞ 

SecurityData2：更新要求データ２ 

第２フレーム以降で送信する実データで、最大 246 バイ

トとする。 

    " 

 MESSAGE BODY  SEQUENCE { 

    Frame-nbr OCTET STRING(SIZE(1)), 

    FrameType CHOICE { 

        FirstFrame SEQUENCE { 

     UpdateMode OCTET STRING(SIZE(1)), 

     SecurityData1 OCTET STRING(SIZE(0..245)) 

        }, 

        SecurityData2 OCTET STRING(SIZE(1..246)) 

          }, 

    } 

 MESSAGE TYPE   publication 

 ID    {iso(1) org(3) dod(6) internet(1) private(4)  

          enterprises(1) utms(11482) ud_message(3)  

its_rsu(13) UpdateSecurityData(6)} 

     } 

定義文 7.7 
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7. 3  上りセッション 

7 . 3 . 1  時刻修正 

(1) サブスクリプション 

時刻修正のサブスクリプションメッセージを定義文 7.8に示す。 

 

TimeAdjustRequest ISO14827-MESSAGE ::= 

{ 

NAME    "時刻修正指令" 

DEFINITION "本 Subscription は、ＩＴＳ無線路側機の時刻を修正す

るための指令である。 

timeReqSeqNo は送信シーケンス番号情報である。 

時刻修正指令を一度送信する度に、０から１ずつ増加す

る。 

timeReqMasterYear は中央装置の日付(年)情報である。 

bit7-4：年(西暦 10 の位) 

bit3-0：年(西暦１の位) 

timeReqMasterMonth は中央装置の日付 (月)情報である。 

bit7-4：月(10 の位) 

bit3-0：月(１の位) 

timeReqMasterDay は中央装置の日付(日)情報である。 

bit7-4：日(10 の位) 

bit3-0：日(１の位) 

timeReqCtrlDevWeek 

は中央装置の日付(曜日)情報である。 

bit7：サマータイムフラグ 

 １：サマータイム対応時刻 

 ０：サマータイム未対応 

bit6：休日フラグ 

 １：日曜日又は祝日 

 ０：平日 

bit5-3：曜日 

１：月曜 

２：火曜 

３：水曜 

４：木曜 

５：金曜 

６：土曜 

７：日曜 
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bit2-0：予備 

timeReqMasterHour は中央装置の時刻(時)情報である。 

bit7-4：時(10 の位) 

bit3-0：時(１の位) 

timeReqMasterMin は中央装置の時刻(分)情報である。 

bit7-4：分(10 の位) 

bit3-0：分(１の位) 

timeReqMasterSec は中央装置の時刻(秒)情報である。 

bit7-4：秒(10 の位) 

bit3-0：秒(１の位) 

timeReqCtrlDevYearはＩＴＳ無線路側機返送日付(年)情

報である。 

bit7-4：年(西暦 10 の位) 

bit3-0：年(西暦１の位) 

timeReqCtrlDevMonth はＩＴＳ無線路側機返送日付(月 )

情報である。 

bit7-4：月(10 の位) 

bit3-0：月(１の位) 

timeReqCtrlDevDay はＩＴＳ無線路側機返送日付(日)情

報である。 

bit7-4：日(10 の位) 

bit3-0：日(１の位) 

timeReqCtrlDevWeek はＩＴＳ無線路側機返送日付 (曜

日)情報である。 

bit7：サマータイムフラグ 

 １：サマータイム対応時刻 

 ０：サマータイム未対応 

bit6：休日フラグ 

 １：日曜日又は祝日 

 ０：平日 

bit5-3：曜日 

１：月曜 

２：火曜 

３：水曜 

４：木曜 

５：金曜 

６：土曜 

７：日曜 
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bit2-0：予備 

timeReqCtrlDevHourはＩＴＳ無線路側機返送時刻(時)情

報である。 

bit7-4：時(10 の位) 

bit3-0：時(１の位) 

timeReqCtrlDevMin はＩＴＳ無線路側機返送時刻(分)情

報である。 

bit7-4：分(10 の位) 

bit3-0：分(１の位) 

timeReqCtrlDevSec はＩＴＳ無線路側機返送時刻(秒)情

報である。 

bit7-4：秒(10 の位) 

bit3-0：秒(1 の位) 

ＩＴＳ無線路側機返送日付 (年･月･日･曜日 )情報及びＩ

ＴＳ無線路側機返送時刻(時･分･秒)情報は、送信シーケ

ンス番号が０（すなわち初送）のときは、ＩＴＳ無線路

側機返送日付及びＩＴＳ無線路側機返送時刻をまだＩ

ＴＳ無線路側機から受信していないため、すべて０にす

る。 

" 

MESSAGE BODY  SEQUENCE{ 

timeReqSeqNo  INTEGER(0..255), 

timeReqMasterYear INTEGER(0..255), 

timeReqMasterMonth INTEGER(0..255), 

timeReqMasterDay INTEGER(0..255), 

timeReqMasterWeek INTEGER(0..255), 

timeReqMasterHour INTEGER(0..255), 

timeReqMasterMin INTEGER(0..255), 

timeReqMasterSec INTEGER(0..255), 

timeReqCtrlDevYear INTEGER(0..255), 

timeReqCtrlDevMonth INTEGER(0..255), 

timeReqCtrlDevDay INTEGER(0..255), 

timeReqCtrlDevWeek INTEGER(0..255), 

timeReqCtrlDevHour INTEGER(0..255), 

timeReqCtrlDevMin INTEGER(0..255), 

timeReqCtrlDevSec INTEGER(0..255) 

} 

MESSAGE TYPE   subscription 
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SUBSCRIPTION TYPE  single 

INITIAL-PUBLICATION  TimeAdjustResponse 

ID    {iso(1) org(3) dod(6) internet(1) private(4) 

enterprises(1) utms(11482) ud_message(3) 

its_rsu(13) TimeAdjustRequest(20)} 

} 

定義文 7.8 

 

(2) パブリケーション 

時刻修正のパブリケーションメッセージを定義文 7.9 

に示す。 

 

TimeAdjustResponse ISO14827-MESSAGE ::= 

{ 

NAME    "時刻修正応答" 

DEFINITION " 本 Publication は 、 中 央 装 置 か ら の 時 刻 修 正

Subscription を受けて、時刻修正を判断するためのルー

プバック情報である。 

timeResSeqNo は送信シーケンス番号情報である。 

時刻修正指令を一度送信する度に、０から１ず

つ増加する。 

timeResMasterYear は中央装置返送日付(年)情報である。 

bit7-4：年(西暦 10 の位) 

bit3-0：年(西暦１の位) 

timeResMasterMonth は中央装置返送日付 (月 )情報であ

る。 

bit7-4：月(10 の位) 

bit3-0：月(１の位) 

timeResMasterDay は中央装置返送日付 (日)情報である。 

bit7-4：日(10 の位) 

bit3-0：日(１の位) 

timeResMasterWeek は中央装置返送日付(曜日)情報であ

る。 

bit7：サマータイムフラグ 

 １：サマータイム対応時刻 

 ０：サマータイム未対応 

bit6：休日フラグ 
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 １：日曜日又は祝日 

 ０：平日 

bit5-3：曜日 

１：月曜 

２：火曜 

３：水曜 

４：木曜 

５：金曜 

６：土曜 

７：日曜 

bit2-0：予備 

timeResMasterHour は中央装置返送時刻(時)情報である。 

bit7-4：時(10 の位) 

bit3-0：時(１の位) 

timeResMasterMin は中央装置返送時刻 (分)情報である。 

bit7-4：分(10 の位) 

bit3-0：分(１の位) 

timeResMasterSec は中央装置返送時刻 (秒)情報である。 

bit7-4：秒(10 の位) 

bit3-0：秒(１の位) 

timeResCtrlDevYearはＩＴＳ無線路側機の日付(年)情報

である。 

bit7-4：年(西暦 10 の位) 

bit3-0：年(西暦１の位) 

timeResCtrlDevMonth はＩＴＳ無線路側機の日付(月)情

報である。 

bit7-4：月(10 の位) 

bit3-0：月(１の位) 

timeResCtrlDevDay はＩＴＳ無線路側機の日付(日)情報

である。 

bit7-4：日(10 の位) 

bit3-0：日(１の位) 

timeResCtrlDevWeekはＩＴＳ無線路側機の日付(曜日)情

報である。 

bit7：サマータイムフラグ 

 １：サマータイム対応時刻 

 ０：サマータイム未対応 

bit6：休日フラグ 
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 １：日曜日又は祝日 

 ０：平日 

bit5-3：曜日 

１：月曜 

２：火曜 

３：水曜 

４：木曜 

５：金曜 

６：土曜 

７：日曜 

bit2-0：予備 

timeResCtrlDevHourはＩＴＳ無線路側機の時刻(時)情報

である。 

bit7-4：時(10 の位) 

bit3-0：時(１の位) 

timeResCtrlDevMin はＩＴＳ無線路側機の時刻(分)情報

である。 

bit7-4：分(10 の位) 

bit3-0：分(１の位) 

timeResCtrlDevSec はＩＴＳ無線路側機の時刻(秒)情報

である。 

bit7-4：秒(10 の位) 

bit3-0：秒(１の位) 

timeResExecuted は時刻修正実行情報である。 

送信シーケンス番号が１以上で、時刻修正指令

のＩＴＳ無線路側機返送時刻 (前回中央装置に

送ったＩＴＳ無線路側機自身の時刻 )とＩＴＳ

無線路側機の現在時刻との差が５秒以下のとき

は、時刻修正指令の中央装置の日付、時刻を基

にＩＴＳ無線路側機自身の時刻を修正し、時刻

修正実行を１とする。 

時刻修正を実行しなかった場合は、時刻修正実

行を０とする。 

" 

MESSAGE BODY  SEQUENCE{ 

timeResSeqNo  INTEGER(0..255), 

timeResMasterYear INTEGER(0..255), 

timeResMasterMonth INTEGER(0..255), 
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timeResMasterDay INTEGER(0..255), 

timeResMasterWeek INTEGER(0..255), 

timeResMasterHour INTEGER(0..255), 

timeResMasterMin INTEGER(0..255), 

timeResMasterSec INTEGER(0..255), 

timeResCtrlDevYear INTEGER(0..255), 

timeResCtrlDevMonth INTEGER(0..255), 

timeResCtrlDevDay INTEGER(0..255), 

timeResCtrlDevWeek INTEGER(0..255), 

timeResCtrlDevHour INTEGER(0..255), 

timeResCtrlDevMin INTEGER(0..255), 

timeResCtrlDevSec INTEGER(0..255), 

timeResExecuted INTEGER(0..1) 

} 

MESSAGE TYPE   publication 

ID    {iso(1) org(3) dod(6) internet(1) private(4) 

enterprises(1) utms(11482) ud_message(3) 

its_rsu(13) TimeAdjustResponse(21)} 

} 

定義文 7.9 

 

7.3.2 初期動作状態発信 

(1) サブスクリプション 

初期動作状態発信のサブスクリプションメッセージを定義文 7.10に示す。 

 

reqInitialActivate ISO14827-MESSAGE ::= { 

NAME   "初期動作状態発信要求" 

DEFINITION  "初期動作状態発信のオフラインサブスクリプションを

意味する。" 

MESSAGE BODY  NULL 

MESSAGE TYPE  subscription 

SUBSCRIPTION TYPE event-driven 

INITIAL PUBLICATION SendInitialActivate 

SUBSEQUENT PUBLICATION SendInitialActivate 

ID   {iso(1) org(3) dod(6) internet(1) private(4) 

enterprises(1) utms(11482) ud_message(3)  

its_rsu(13) reqInitialActivate(23)} 

}  
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定義文 7.10 

 

(2) パブリケーション 

初期動作状態発信のパブリケーションメッセージを定義文 7.11に示す。 

 

SendInitialActivate ISO14827-MESSAGE ::= { 

NAME   "初期動作状態発信" 

DEFINITION  "初期動作状態発信を意味する。" 

MESSAGE BODY  NULL 

MESSAGE TYPE  publication 

ID  {iso(1) org(3) dod(6) internet(1) private(4) 

enterprises(1) utms(11482) ud_message(3) 

its_rsu(13) SendInitialActivate(24)} 

}  

定義文 7.11 

 

(3) 初期動作状態発信（パブリケーション）の発信タイミング 

初期動作発信を送信する条件は、以下のとおりである。 

(a) 電源投入等による動作開始時。 

(b) 電波を発射しているＩＴＳ無線路側機が、「電波発射休止」を指定された「ＩＴＳ       

無線路側機管理情報」を受信し、電波発射を停止したとき。 

(c) 上記の電波発射を停止したＩＴＳ無線路側機が、「電波発射可」を指定された「Ｉ

ＴＳ無線路側機管理情報」を受信するまでの間の５分ごと。 

ただし、当該「ＩＴＳ無線路側機管理情報」は、その MessageType の内容に関わら 

ない。 

 

7 . 3 . 3  正常受信応答（ＩＴＳ無線路側機） 

(1) サブスクリプション 

正常受信応答（ＩＴＳ無線路側機）のサブスクリプションメッセージを定義文 7.12

に示す。 

 

 reqRadioUnitUPAckRcv  ISO14827-MESSAGE ::=  

 { 

 NAME  "正常受信応答（ＩＴＳ無線路側機）要求（ＩＴＳ無線

路側機）" 

 DEFINITION  "正常受信応答（ＩＴＳ無線路側機）のオフラインサブ

スクリプションを意味する。" 

 MESSAGE BODY   NULL 

 MESSAGE TYPE   subscription 
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 SUBSCRIPTION TYPE  event-driven 

 INITIAL PUBLICATION  RadioUnitUPAckRcv 

 SUBSEQUENT PUBLICATION RadioUnitUPAckRcv 

 ID    {iso(1) org(3) dod(6) internet(1) private(4)  

    enterprises(1) utms(11482) ud_message(3)  

its_rsu(13) reqRadioUnitUPAckRcv(25)} 

                             } 

定義文 7.12 

 

(2) パブリケーション 

正常受信応答（ＩＴＳ無線路側機）のパブリケーションメッセージを定義文 7.13に示

す。 

 

 RadioUnitUPAckRcv   ISO14827-MESSAGE ::=  

 { 

 NAME    "正常受信応答（ＩＴＳ無線路側機）" 

 DEFINITION   "正常受信応答（ＩＴＳ無線路側機）を意味する。 

ServiceLocation は、サービス提供地点の管理番号であ

る。 

                              bit15：提供点種別コード 

      １：単路 

      ０：交差点 

bit14-0：交差点ＩＤ／単路ＩＤ 

提供点の管理番号（１～32767）を表す。提供点

種別が交差点の場合は、都道府県単位でユニー

クな番号とする。提供点種別が単路の場合は、

路側無線装置単位でユニークな番号とする。 

    DL-Info-Type：対象メッセージの種別 

    情報登録時におけるメッセージの種別を表す。 

bit15：予備 

bit14：予備 

bit13：規制情報 

bit12：PTPS サービス情報 

bit11：交差点識別情報 

bit10-2：予備 

bit1：サービス支援情報 

bit0：道路線形情報 

    " 

 MESSAGE BODY  SEQUENCE { 
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    ServiceLocation  OCTET STRING(SIZE(2))， 

  DL-Info-Type  OCTET STRING(SIZE(2)) 

  } 

 MESSAGE TYPE   publication 

 ID    {iso(1) org(3) dod(6) internet(1) private(4)  

    enterprises(1) utms(11482) ud_message(3)  

its_rsu(13) RadioUnitUPAckRcv(26)} 

                             } 

定義文 7.13 

 

(3) 正常受信応答（ＩＴＳ無線路側機）（パブリケーション）の発信タイミング 

ＩＴＳ無線路側機は、所定のメッセージの登録及び応答要求があった場合に、受信完

了時に登録内容に矛盾がなければ本情報を発信する。 

 

7 . 3 . 4  異常受信応答（ＩＴＳ無線路側機） 

(1) サブスクリプション 

異常受信応答（ＩＴＳ無線路側機）のサブスクリプションメッセージを定義文 7.14

に示す。 

 

 reqRadioUnitUPNackRcv  ISO14827-MESSAGE ::=  

 { 

 NAME    "異常受信応答（ＩＴＳ無線路側機）要求" 

 DEFINITION  "異常受信応答（ＩＴＳ無線路側機）のオフラインサブ

スクリプションを意味する。" 

 MESSAGE BODY   NULL 

 MESSAGE TYPE   subscription 

 SUBSCRIPTION TYPE  event-driven 

 INITIAL PUBLICATION  RadioUnitUPNackRcv 

 SUBSEQUENT PUBLICATION RadioUnitUPNackRcv 

 ID    {iso(1) org(3) dod(6) internet(1) private(4)  

    enterprises(1) utms(11482) ud_message(3)  

its_rsu(13) reqRadioUnitUPNackRcv(27)} 

       } 

定義文 7.14 

 

(2) パブリケーション 

異常受信応答（ＩＴＳ無線路側機）のパブリケーションメッセージを定義文 7.15に示

す。 
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 RadioUnitUPNackRcv   ISO14827-MESSAGE ::=  

 { 

 NAME    "異常受信応答（ＩＴＳ無線路側機）" 

DEFINITION   "異常受信応答（ＩＴＳ無線路側機）を意味する。 

ServiceLocation は、サービス提供地点の管理番号であ

る。 

                              bit15：提供点種別コード 

      １：単路 

      ０：交差点  

bit14-0：交差点ＩＤ／単路ＩＤ 

提供点の管理番号（１～32767）を表す。提供点

種別が交差点の場合は、都道府県単位でユニー

クな番号とする。提供点種別が単路の場合は、

路側無線装置単位でユニークな番号とする。 

DL-Info-Type：対象メッセージの種別 

情報登録時におけるメッセージの種別を表す。 

bit15：予備 

bit14：予備 

bit13：規制情報 

bit12：PTPS サービス情報 

bit11：交差点識別情報 

bit10-2：予備 

bit1：サービス支援情報 

bit0：道路線形情報 

    RcvErrorCode：異常受信内容 

１：フレームシーケンス異常 

２：データ異常 

３：チェックサム異常・データ長異常 

    " 

 MESSAGE BODY  SECQUENCE { 

    ServiceLocation       OCTET STRING(SIZE(2))，  

  DL-Info-Type          OCTET STRING(SIZE(2)), 

  RcvErrorCode ENUMELATED { 

    SequenceErr(1),DataErr(2),DataLenErr(3)} 

    } 

 MESSAGE TYPE   publication 

 ID    {iso(1) org(3) dod(6) internet(1) private(4)  

enterprises(1) utms(11482) ud_message(3)  

its_rsu(13) RadioUnitUPNackRcv(28)} 
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     } 

定義文 7.15 

 

(3) 異常受信応答（ＩＴＳ無線路側機）（パブリケーション）の発信タイミング 

ＩＴＳ無線路側機は、所定のメッセージの情報登録及び応答要求があった場合に、受

信完了時に登録内容に矛盾があるとき本情報を発信する。 

 

7 . 3 . 5  ＩＴＳ無線路側機応答 

(1) サブスクリプション 

ＩＴＳ無線路側機応答のサブスクリプションメッセージを定義文 7.16に示す。 

 

 reqRadioUnitResponse  ISO14827-MESSAGE ::= 

 { 

 NAME    "ＩＴＳ無線路側機応答" 

 DEFINITION  "ＩＴＳ無線路側機応答のオフラインサブスクリプショ

ンを意味する。" 

 MESSAGE BODY   NULL 

 MESSAGE TYPE   subscription 

 SUBSCRIPTION TYPE  event-driven 

 INITIAL-PUBLICATION  RadioUnitResponse 

 SUBSEQUENT-PUBLICATIONS  RadioUnitResponse 

 ID    {iso(1) org(3) dod(6) internet(1) private(4) 

      enterprises(1) utms(11482) ud_message(3)  

its_rsu(13) reqRadioUnitResponse(29)} 

 } 

定義文 7.16 

 

(2) パブリケーション 

ＩＴＳ無線路側機応答のパブリケーションメッセージを定義文 7.17に示す。 

 

 RadioUnitResponse  ISO14827-MESSAGE ::= 

 { 

 NAME    "ＩＴＳ無線路側機応答" 

 DEFINITION  "ＩＴＳ無線路側機応答の事象発生タイミングは、ＩＴ

Ｓ無線路側機応答要求及びＩＴＳ無線路側機管理情報を

受信した場合とする。 

Send-Period は、単位毎のメッセージ送信周期を表す情

報である。 
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MessageType は、対象メッセージ種別を表す。同じ送信

周期のメッセージを指定する。 

     bit15：横断歩行者検知情報 

     bit14：車両検知情報 

     bit13：規制情報 

     bit12：予備 

     bit11：信号情報 

     bit10：サービス支援情報 

     bit9：道路線形情報   

     bit8：緊急車接近情報 

bit7：予備 

bit6：PTPS サービス情報 

     bit5：交差点識別情報 

bit4-0：予備 

SendPeriod は、100 ミリ秒単位の送信周期（１～255）

を表す。 

    " 

 MESSAGE BODY  SEQUENCE{ 

    Send-Period SEQUENCE SIZE(1..16) OF SEQUENCE { 

             MessageType    OCTET STRING(SIZE(2))，  

        SendPeriod     INTEGER(1..255)) 

        }, 

    ｝ 

 MESSAGE TYPE   publication 

 ID    {iso(1) org(3) dod(6) internet(1) private(4) 

      enterprises(1) utms(11482) ud_message(3)  

its_rsu(13) RadioUnitResponse(30)} 

 } 

定義文 7.17 

 

7 . 3 . 6  ＩＴＳ無線路側機状態情報 

(1) サブスクリプション 

ＩＴＳ無線路側機状態情報のサブスクリプションメッセージを定義文 7.18に示す。 

 

 reqRadioUnitStatus  ISO14827-MESSAGE ::= 

 { 

 NAME    "ＩＴＳ無線路側機状態情報" 

 DEFINITION  "ＩＴＳ無線路側機状態情報のオフラインサブスクリプ

ションを意味する。" 
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 MESSAGE BODY   NULL 

 MESSAGE TYPE   subscription 

 SUBSCRIPTION TYPE  event-driven 

 INITIAL-PUBLICATION  RadioUnitStatus 

 SUBSEQUENT-PUBLICATIONS  RadioUnitStatus 

 ID    {iso(1) org(3) dod(6) internet(1) private(4) 

      enterprises(1) utms(11482) ud_message(3)  

its_rsu(13) reqRadioUnitStatus(31)} 

 } 

定義文 7.18 

 

(2) パブリケーション 

ＩＴＳ無線路側機状態情報のパブリケーションメッセージを定義文 7.19に示す。 

 

 RadioUnitStatus  ISO14827-MESSAGE ::= 

 { 

 NAME    "ＩＴＳ無線路側機状態情報" 

 DEFINITION  "ＩＴＳ無線路側機状態情報の事象発生タイミングは、

ＩＴＳ無線路側機の異常状態を判定した時、異常状態か

ら正常状態に復帰を判定した時及び前回 Publication メ

ッセージを送信してから 30 秒間、状態変化のいずれもな

かった場合とする。  

                             ControlStatus は、制御部の状態である。 

     bit7：予備 

bit6：時刻不定 

bit5：筐体扉状態（１：開扉、０：閉扉） 

     bit4：セキュリティ異常 

     bit3-2：予備 

     bit1：時計異常 

     bit0：制御部異常 

         １：該当有り 

         ０：該当無し  

※ＩＴＳ無線路側機の起動後時刻修正が実施さ

れるまでの間等、ＩＴＳ無線路側機の時刻が保

証できない場合、時刻不定とすること。 

                             RadioUnitStatus は、無線部の状態である。 

     bit7-5：予備 

     bit4：同期異常（700ＭＨz 帯） 

     bit3：送信オーバーフロー異常（700ＭＨz 帯） 
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     bit2：送信出力異常 

     bit1：ＰＬＬ ｕｎｌｏｃｋ異常 

     bit0：無線部休止中 

         １：該当有り 

         ０：該当無し 

    " 

 MESSAGE BODY  SEQUENCE{ 

    ControlStatus  OCTET STRING(SIZE(1))， 

    RadioUnitStatus  OCTET STRING(SIZE(1))  

    ｝ 

 MESSAGE TYPE   publication 

 ID    {iso(1) org(3) dod(6) internet(1) private(4) 

      enterprises(1) utms(11482) ud_message(3)  

its_rsu(13) RadioUnitStatus(32)} 

 } 

定義文 7.19 

 

7 . 3 . 7  ＩＴＳ無線路側機状態情報２ 

(1) サブスクリプション 

ＩＴＳ路側状態情報２のサブスクリプションメッセージを定義文 7.20に示す。 

 

reqRadioUnitStatus2  ISO14827-MESSAGE ::= 

{ 

NAME    "ＩＴＳ無線路側機状態情報要求２" 

DEFINITION   "ＩＴＳ無線路側機状態情報２のオフラインサブスクリ

    プションを意味する。" 

MESSAGE BODY   NULL 

MESSAGE TYPE   subscription 

SUBSCRIPTION TYPE  event-driven 

INITIAL-PUBLICATION  RadioUnitStatus2 

SUBSEQUENT-PUBLICATIONS  RadioUnitStatus2 

ID    {iso(1) org(3) dod(6) internet(1) private(4) 

enterprises(1) utms(11482) ud_message(3) 

its_rsu(13) reqRadioUnitStatus2(33)} 

} 

定義文 7.20 
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(2) パブリケーション 

ＩＴＳ無線路側機状態情報２のパブリケーションメッセージを定義文 7.21に示す。 

 

RadioUnitStatus2   ISO14827-MESSAGE ::= 

{ 

NAME    "ＩＴＳ無線路側機状態情報２" 

DEFINITION "ＩＴＳ無線路側機状態情報２の事象発生タイミングは、

交通信号制御機及びＤＳＳＳ感知器の通信タイムアウ

トが発生した場合、通信タイムアウトから復旧した場合

及び前回 Publication メッセージを送信してから 30 秒

間、状態変化のいずれもなかった場合とする。 

timeOutStatus は、交通信号制御機及びＤＳＳＳ感知器

の通信タイムアウト情報である。各通信ポートを以下に

割り当てる。 

     bit23：交通信号制御機 

     bit22-16：予備 

     bit15-8：ＤＳＳＳ感知器 

     bit7-0：予備 

         ０：タイムアウト無し 

         １：タイムアウト有り 

RadioUnitStatus2 は、無線部の状態である。 

  bit7-0：予備 

    " 

MESSAGE BODY  SEQUENCE{ 

    timeOutStatus  OCTET STRING(SIZE(3)), 

    RadioUnitStatus2 OCTET STRING(SIZE(1)) 

} 

MESSAGE TYPE   publication 

ID    {iso(1) org(3) dod(6) internet(1) private(4) 

enterprises(1) utms(11482) ud_message(3)  

its_rsu(13) RadioUnitStatus2(34)} 

} 

定義文 7.21 

 

7 . 3 . 8  セキュリティ情報確認応答 

(1) サブスクリプション 

セキュリティ情報確認応答のサブスクリプションメッセージを定義文 7.22に示す。 
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 reqConfirmedSecurityData ISO14827-MESSAGE ::=  

 { 

 NAME    "セキュリティ情報確認応答" 

 DEFINITION  "セキュリティ情報確認応答のオフラインサブスクリプ

ションを意味する。" 

 MESSAGE BODY   NULL 

 MESSAGE TYPE   subscription 

 SUBSCRIPTION TYPE  event-driven 

 INITIAL PUBLICATION  ConfirmedSecurityData 

 SUBSEQUENT PUBLICATION ConfirmedSecurityData 

 ID    {iso(1) org(3) dod(6) internet(1) private(4)  

          enterprises(1) utms(11482) ud_message(3)  

its_rsu(13) reqConfirmedSecurityData(35)} 

 } 

定義文 7.22 

(2) パブリケーション 

セキュリティ情報確認応答のパブリケーションメッセージを定義文 7.23に示す。 

 

 ConfirmedSecurityData ISO14827-MESSAGE ::= { 

 NAME    "セキュリティ情報確認応答" 

 DEFINITION    "セキュリティ情報更新応答を意味する。 

セキュリティ情報更新要求にて実施されたＩＴＳ無線路

側機のセキュリティ情報更新に関し、実施状況と、更新

結果に関する情報を格納する。セキュリティ情報更新要

求が複数のフレームに分割されている場合は、最終フレ

ームを受信後に、セキュリティ情報確認応答の送信を開

始するものとする。 

Frame-nbr：フレーム番号 

セキュリティ情報確認応答のフレーム番号を示す。 

bit7：最終フレームフラグ 

１：最終フレーム 

０：最終フレームではない 

bit6-0：フレームの順序番号を示す。 

第１フレームの場合と第２フレーム以降の場合の内容を

以下に示す。 

＜第１フレームの場合＞ 

UpdateStatus：更新実施状況 

セキュリティ情報更新の実施状況を示す。 

  ０：正常終了 
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  １：機器異常 

  ２：セキュリティ情報更新エラー 

  ３：セキュリティ情報更新未確認 

CnfrmSecData1：更新結果情報データ１ 

第１フレームで送信する実データで、最大 245 バイトと

する。 

 

＜第２フレーム以降の場合＞ 

CnfrmSecData2：更新結果情報データ２ 

第２フレーム以降で送信する実データで、最大 246 バイ

トとする。 

    " 

 MESSAGE BODY  SEQUENCE { 

    Frame-nbr OCTET STRING(SIZE(1)), 

    FrameType CHOICE { 

        FirstFrame SEQUENCE { 

     UpdateStatus OCTET STRING(SIZE(1)), 

     CnfrmSecData1 OCTET STRING(SIZE(0..245)) 

        }, 

        CnfrmSecData2 OCTET STRING(SIZE(1..246)) 

        }, 

    } 

 MESSAGE TYPE   publication 

 ID    {iso(1) org(3) dod(6) internet(1) private(4)  

          enterprises(1) utms(11482) ud_message(3)  

its_rsu(13) ConfirmSecurityData(36)} 

     } 

定義文 7.23 

 

7 . 4  モジュールの終了 

本規格のメッセージのモジュール終了を、定義文 7.24に示す。 

 

END 

 

定義文 7.24 
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1. 適用範囲

1.1 適用範囲

本規格は、700ＭＨz帯を用いたＩＴＳ無線路側機と中央装置のエンドアプリケーショ

ン間において、ＤＡＴＥＸ－ＡＳＮ形通信アプリケーション規格に定めるアプリケーシ

ョンプロトコルを介して、ＤＳＳＳシステム用の情報伝達を行うためのメッセージにつ

いて規定する。

プロトコルスタック上の適用範囲を図1.1に示す。

エンド

アプリケーション

アプリケーション層

プレゼンテーション層

トランスポート層

ネットワーク層

データリンク層

物理層

備考 太線は、本規格の範囲を示す。

図1.1 適用範囲

1.2 制定の趣旨及び経緯

「ＩＴＳ無線路側機 仕様書」及び「ＩＴＳ無線路側機 ＤＡＴＥＸ－ＡＳＮメッセ

ージ共通規格」の制定に伴い、同装置に適用するＤＳＳＳ用通信規格として、本規格を

制定する。

ＩＴＳ無線路側機

ＤＳＳＳ用ＤＡＴＥＸ－ＡＳＮ

メッセージ規格

ＤＡＴＥＸ－ＡＳＮ通信アプリケーション規格

（ＤＡＴＥＸ－ＡＳＮ）

ＵＤ形トランスポート規格

（ＵＤＰ／ＩＰ）

ＵＤ形インタフェース規格

（ＰＰＰ） （ｲｰｻﾈｯﾄ）

TTC標準 IEEE802.3

JT-I430-a

又は

ITU-T勧告

V.32

Ｓ９形インタフェース規格

（ＰＰＰ）

（ＥＩＡ－４２２－Ａ）

ＵＤ形符号化規格

（ＯＥＲ）

ＩＴＳ無線路側機

ＤＡＴＥＸ－ＡＳＮ

メッセージ共通規格

1

B3-U-011-1-0
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2. 規格の名称

本規格の名称は、以下のとおりとする。

「ＩＴＳ無線路側機 ＤＳＳＳ用ＤＡＴＥＸ－ＡＳＮメッセージ規格 東京臨海部実

証実験版」

3. 用語の定義

本規格で用いる主な用語の意味は、次のとおりである。

(1) 下りセッション

中央装置をサーバ、ＩＴＳ無線路側機をクライアントとして確立するセッションをい

う。

エンドアプリケーションの情報は、主として、中央装置からＩＴＳ無線路側機に伝達

されるため、下りセッションと呼ぶ。

(2) 上りセッション

中央装置をクライアント、ＩＴＳ無線路側機をサーバとして確立するセッションをい

う。

エンドアプリケーションの情報は、主として、ＩＴＳ無線路側機から中央装置に伝達

されるため、上りセッションと呼ぶ。

(3) サブスクリプション

ＤＡＴＥＸ－ＡＳＮ通信アプリケーション規格で規定するデータパケットタイプの一

種であり、クライアントからサーバに対して情報の公開を要求するために使用する。

(4) パブリケーション

ＤＡＴＥＸ－ＡＳＮ通信アプリケーション規格で規定するデータパケットタイプの一

種であり、クライアントからのサブスクリプションで要求された情報を、サーバがクラ

イアントに公開するために使用する。
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4. メッセージのクラス定義

本規格のメッセージは、ＤＡＴＥＸ－ＡＳＮで規定されるＩＳＯ１４８２７－ＭＥＳ

ＳＡＧＥクラスを使用する。

ＩＳＯ１４８２７－ＭＥＳＳＡＧＥクラスを定義文4.1に示す。

ISO14827-MESSAGE ::= CLASS{

&name PrintableString(SIZE(0..255))

&definition PrintableString(SIZE(0..65535))

&remarks PrintableString(SIZE(0..2000)) OPTIONAL

&MessageBody

&messageType ENUMERATED {publication,subscription}

&subscriptionType ENUMERATED

{single,event-driven,single-or-event,

periodic,single-or-periodic,

event-or-periodic,single-event-periodic}

OPTIONAL

&initialPublication PrintableString(SIZE(0..255)) OPTIONAL

&subsequentPublication PrintableString(SIZE(0..255)) OPTIONAL

&id OBJECT IDENTIFIER

}

WITH SYNTAX {

NAME &name

DEFINITION &definition

[REMARKS &remarks]

MESSAGE BODY &MessageBody

MESSAGE TYPE &messageType

[SUBSCRIPTION TYPE &subscriptionType]

[INITIAL-PUBLICATION &initialPublication]

[SUBSEQUENT-PUBLICATIONS &subsequentPublication]

ID &id

}

定義文4.1
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5. メッセージ概要

5.1 下りセッション

下りセッションでのメッセージ一覧を表5.1に示す。

表5.1 下りセッションのメッセージ

No. メッセージ名称 ＰＤＵタイプ サブス サブス

クリプ クリプ

ション ション

シリア タイプ

ル番号

1 ＤＳＳＳ運用指令２ reqDsssCommand2 OFF-S 3100 event

DsssCommand2 P

2 道路線形情報 reqDsssMapInfo OFF-S 3101 event

DsssMapInfo P

3 サービス支援情報 reqDsssServiceInfo OFF-S 3102 event

DsssServiceInfo P

4 規制情報 reqDsssRegulationInfo OFF-S 3103 event

DsssRegulationInfo P

5 交差点識別情報 reqAutomatedMapInfo OFF-S 3104 event

AutomatedMapInfo P

備考 全て、ＩＴＳ無線路側機との論理セッションで用いる。

ＰＤＵタイプ欄の記号の意味は次のとおりとする。

1) OFF-S オフラインサブスクリプション

2) P パブリケーション
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5.2 上りセッション

上りセッションでのメッセージ一覧を表5.2に示す。

表5.2 上りセッションのメッセージ

メッセージ名称 ＰＤＵ サブスクリ サブスク

No. タイプ プションシ リプショ

リアル番号 ンタイプ

1 ＤＳＳＳ信号 reqDsssSignalStatus OFF-S 3100 event

動作状態情報 DsssSignalStatus P

2 ＤＳＳＳ登録 reqDsssMessageStatus OFF-S 3101 event

メッセージ状態 DsssMessageStatus P

3 信号情報状態情報 reqDsssRadioSignalInfo- OFF-S 3102

（ＩＴＳ無線路側機） Status event

DsssRadioSignalInfoStatus P

4 電波用ＤＳＳＳ reqRadioDsssDetStatus OFF-S 3103 event

感知器状態信号 RadioDsssDetStatus P

備考 全て、ＩＴＳ無線路側機との論理セッションで用いる。

ＰＤＵタイプ欄の記号の意味は次のとおりとする。

1) OFF-S オフラインサブスクリプション

2) P パブリケーション
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6. メッセージの詳細

6.1 モジュールの開始

本規格のメッセージのモジュール開始文を定義文6.1に示す。

ITS-RSU-DSSS-Messageset2 DEFINITIONS :: = BEGIN

定義文6.1

6.2 下りセッション

6.2.1 ＤＳＳＳ運用指令２

(1) サブスクリプション

ＤＳＳＳ運用指令２のサブスクリプションメッセージを定義文6.2に示す。

reqDsssCommand2 ISO14827-MESSAGE ::=

{

NAME "ＤＳＳＳ運用指令要求２"

DEFINITION "ＤＳＳＳ運用指令２のオフラインサブスクリプションを

意味する。"

MESSAGE BODY NULL

MESSAGE TYPE subscription

SUBSCRIPTION TYPE event-driven

INITIAL-PUBLICATION DsssCommand2

SUBSEQUENT-PUBLICAITONS DsssCommand2

ID {iso(1) org(3) dod(6) internet(1) private(4)

enterprises(1) utms(11482) ud_message(3) dsss(12)

reqDsssCommand2(21)}

}

定義文6.2

(2) パブリケーション

ＤＳＳＳ運用指令２のパブリケーションメッセージを定義文6.3に示す。

DsssCommand2 ISO14827-MESSAGE ::=

{

NAME "ＤＳＳＳ運用指令２"

DEFINITION "ＤＳＳＳ運用指令２の事象発生タイミングはランダムと

する。

ServiceLocationは、サービス提供地点の管理番号である。

bit15：提供点種別コード
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１：単路

０：交差点

bit14-0：提供点種別コード毎に管理されてい

るＩＤである。

MessageTypeは、指令の対象メッセージを表す情報である。

複数のメッセージを同時に指定できる。

bit15：信号情報

bit14：交差点識別情報

bit13：規制情報

bit12：センサ（ＩＤ＝１）情報

bit11：センサ（ＩＤ＝２）情報

bit10：センサ（ＩＤ＝３）情報

bit9 ：センサ（ＩＤ＝４）情報

bit8 ：センサ（ＩＤ＝５）情報

bit7 ：センサ（ＩＤ＝６）情報

bit6 ：センサ（ＩＤ＝７）情報

bit5 ：センサ（ＩＤ＝８）情報

bit4-2：予備

bit1 ：サービス支援情報

bit0 ：道路線形情報

１：指令対象

０：指令対象外

OperationCommandは、運用許可の指令内容である。

bit7：運用区分

０：指定されたメッセージを提供する場

合の運用区分コードを「運用中」と

する。

１：指定されたメッセージを提供する場

合の運用区分コードを「調整中」と

する。

bit6-0：運用許可

０：指定されたメッセージをＩＴＳ無線

路側装置から提供することを禁止す

る。

１：指定されたメッセージのシステム状

態を「無効」としてＩＴＳ無線路側

装置から提供する。

なお、システム状態の定義が無いメ

ッセージ（道路線形情報、サービス

支援情報、規制情報、交差点識別
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情報）においては「２：提供許可」

を指定すること。

２：指定されたメッセージをＩＴＳ無線

路側装置から提供することを許可す

る。

"

MESSAGE BODY SEQUENCE{

ServiceLocation OCTET STRING(SIZE(2)),

MessageType OCTET STRING(SIZE(2)),

OperationCommand OCTET STRING(SIZE(1))

}

MESSAGE TYPE publication

ID {iso(1) org(3) dod(6) internet(1) private(4)

enterprises(1) utms(11482) ud_message(3) dsss(12)

DsssCommand2(22)}

}

定義文6.3

6.2.2 道路線形情報

(1) サブスクリプション

道路線形情報のサブスクリプションメッセージを定義文6.4に示す。

reqDsssMapInfo ISO14827-MESSAGE ::=

{

NAME "道路線形情報要求"

DEFINITION "道路線形情報のオフラインサブスクリプションを

意味する。"

MESSAGE BODY NULL

MESSAGE TYPE subscription

SUBSCRIPTION TYPE event-driven

INITIAL PUBLICATION DsssMapInfo

SUBSEQUENT PUBLICATION DsssMapInfo

ID {iso(1) org(3) dod(6) internet(1) private(4)

enterprises(1) utms(11482) ud_message(3) dsss(12)

reqDsssMapInfo(27)}

}

定義文6.4

(2) パブリケーション

道路線形情報のパブリケーションメッセージを定義文6.5に示す。
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DsssMapInfo ISO14827-MESSAGE ::= {

NAME "道路線形情報"

DEFINITION "道路線形情報の登録を意味する。

AckReqFlag：応答要求フラグ

エンドアプリケーションでの応答要求フラグで、情報の

内容は次のとおりとする。

０：登録状況応答を要求しない

１：登録状況応答を要求する

本フラグをセットした場合、正常受信応答（ＩＴＳ無線

路側機）又は異常受信応答（ＩＴＳ無線路側機）の受信

を待つこと。

正常受信応答（ＩＴＳ無線路側機）を受信した場合は、

次の情報登録に移る。

異常受信応答（ＩＴＳ無線路側機）を受信した場合又は

受信タイムアウトが発生した場合は、異常状況に応じて

再送又は当該情報種別の登録中止とする。

DL-Frame-nbr：ダウンリンク情報の正フレーム番号

第１オクテットのみ使用する。第２から４オクテットは

未使用とする。

ダウンリンク情報の正しい最終フレームフラグ及び同一

ダウンリンク情報種別で分割されたダウンリンク情報フ

レームの順序番号を表す。

bit7：最終フレームフラグ

１：最終フレーム

０：最終フレームではない

bit6-0：同一提供点管理番号の同一情報種別内

におけるフレームの順序番号を表す。

HoldTimeは予備とする。

IndexID-nbrは予備とする。

IndexDataは未使用とする。

DL-Info-Typeは予備とする。

DL-Info-Time：提供時刻

当該ダウンリンク情報の提供時刻を表す。

bit15-11：提供時刻（時）で、０～23をバイナ

リ５ビットで指定

bit10-5：提供時刻（分）で、０～59をバイナリ

６ビットで指定

bit4-0：未使用（予備）

DL-Info-nbr：最終フレーム/同一情報内におけるフレー
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ム番号を表し、０固定とする。

DL-FrameData：ダウンリンク情報実データ

「ＩＴＳ無線路側機 ＤＳＳＳ用 路車間通信アプリケ

ーション規格」に規定される道路線形情報のメッセージ

固有情報に基づく。

"

MESSAGE BODY SEQUENCE {

AckReqFlag ENUMELATED(notRequest(0),Request

(1)),

DL-Frame-nbr OCTET STRING(SIZE(4)),

HoldTime INTEGER(0..65535),

IndexID-nbr INTEGER(0..255),

IndexData OCTET STRING(SIZE(5)),

DL-Info-Type OCTET STRING(SIZE(1)),

DL-Info-Time OCTET STRING(SIZE(2)),

DL-Info-nbr INTEGER(0..255),

DL-FrameData OCTET STRING(SIZE(0..123))

},

MESSAGE TYPE publication

ID {iso(1) org(3) dod(6) internet(1) private(4)

enterprises(1) utms(11482) ud_message(3) dsss(12)

DsssMapInfo(28)}

}

定義文6.5

6.2.3 サービス支援情報

(1) サブスクリプション

サービス支援情報のサブスクリプションメッセージを定義文6.6に示す。

reqDsssServiceInfo ISO14827-MESSAGE ::=

{

NAME "サービス支援情報要求"

DEFINITION "サービス支援情報のオフラインサブスクリプションを

意味する。"

MESSAGE BODY NULL

MESSAGE TYPE subscription

SUBSCRIPTION TYPE event-driven

INITIAL PUBLICATION DsssServiceInfo

SUBSEQUENT PUBLICATION DsssServiceInfo

ID {iso(1) org(3) dod(6) internet(1) private(4)
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enterprises(1) utms(11482) ud_message(3) dsss(12)

reqDsssServiceInfo(29)}

}

定義文6.6

(2) パブリケーション

サービス支援情報のパブリケーションメッセージを定義文6.7に示す。

DsssServiceInfo ISO14827-MESSAGE ::= {

NAME "サービス支援情報"

DEFINITION "サービス支援情報の登録を意味する。

AckReqFlag：応答要求フラグ

エンドアプリケーションでの応答要求フラグで、情報の

内容は次のとおりとする。

０：登録状況応答を要求しない

１：登録状況応答を要求する

本フラグをセットした場合、正常受信応答（ＩＴＳ無線

路側機）又は異常受信応答（ＩＴＳ無線路側機）の受信

を待つこと。

正常受信応答（ＩＴＳ無線路側機）を受信した場合は、

次の情報登録に移る。

異常受信応答（ＩＴＳ無線路側機）を受信した場合又は

受信タイムアウトが発生した場合は、異常状況に応じて

再送又は当該情報種別の登録中止とする。

DL-Frame-nbr：ダウンリンク情報の正フレーム番号

第１オクテットのみ使用する。第２から４オクテットは

未使用とする。

ダウンリンク情報の正しい最終フレームフラグ及び同一

ダウンリンク情報種別で分割されたダウンリンク情報フ

レームの順序番号を表す。

bit7：最終フレームフラグ

１：最終フレーム

０：最終フレームではない

bit6-0：同一提供点管理番号の同一情報種別内

におけるフレームの順序番号を表す。

HoldTimeは予備とする。

IndexID-nbrは予備とする。

IndexDataは未使用とする。

DL-Info-Typeは予備とする。

DL-Info-Time：提供時刻
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当該ダウンリンク情報の提供時刻を表す。

bit15-11：提供時刻（時）で、０～23をバイナ

リ５ビットで指定

bit10-5：提供時刻（分）で、０～59をバイナリ

６ビットで指定

bit4-0：未使用（予備）

DL-Info-nbr：最終フレーム/同一情報内におけるフレー

ム番号を表し、０固定とする。

DL-FrameData：ダウンリンク情報実データ

「ＩＴＳ無線路側機 ＤＳＳＳ用 路車間通信アプリケ

ーション規格」に規定されるサービス支援情報のメッセ

ージ固有情報に基づく。

"

MESSAGE BODY SEQUENCE {

AckReqFlag ENUMELATED(notRequest(0),Request

(1)),

DL-Frame-nbr OCTET STRING(SIZE(4)),

HoldTime INTEGER(0..65535),

IndexID-nbr INTEGER(0..255),

IndexData OCTET STRING(SIZE(5)),

DL-Info-Type OCTET STRING(SIZE(1)),

DL-Info-Time OCTET STRING(SIZE(2)),

DL-Info-nbr INTEGER(0..255),

DL-FrameData OCTET STRING(SIZE(0..123))

},

MESSAGE TYPE publication

ID {iso(1) org(3) dod(6) internet(1) private(4)

enterprises(1) utms(11482) ud_message(3) dsss(12)

DsssServiceInfo(30)}

}

定義文6.7

6.2.4 規制情報

(1) サブスクリプション

規制情報のサブスクリプションメッセージを定義文6.8に示す。

reqDsssRegulationInfo ISO14827-MESSAGE ::=

{

NAME "規制情報要求"

DEFINITION "規制情報のオフラインサブスクリプションを意味する。
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"

MESSAGE BODY NULL

MESSAGE TYPE subscription

SUBSCRIPTION TYPE event-driven

INITIAL PUBLICATION DsssRegulationInfo

SUBSEQUENT PUBLICATION DsssRegulationInfo

ID {iso(1) org(3) dod(6) internet(1) private(4)

enterprises(1) utms(11482) ud_message(3) dsss(12)

reqDsssRegulationInfo(31)}

}

定義文6.8

(2) パブリケーション

規制情報のパブリケーションメッセージを定義文6.9に示す。

DsssRegulationInfo ISO14827-MESSAGE ::= {

NAME "規制情報"

DEFINITION "規制情報の登録を意味する。

AckReqFlag：応答要求フラグ

エンドアプリケーションでの応答要求フラグで、情報の

内容は次のとおりとする。

０：登録状況応答を要求しない

１：登録状況応答を要求する

本フラグをセットした場合、正常受信応答（ＩＴＳ無線

路側機）又は異常受信応答（ＩＴＳ無線路側機）の受信

を待つこと。

正常受信応答（ＩＴＳ無線路側機）を受信した場合は、

次の情報登録に移る。

異常受信応答（ＩＴＳ無線路側機）を受信した場合又は

受信タイムアウトが発生した場合は、異常状況に応じて

再送又は当該情報種別の登録中止とする。

DL-Frame-nbr：ダウンリンク情報の正フレーム番号

第１オクテットのみ使用する。第２から４オクテットは

未使用とする。

ダウンリンク情報の正しい最終フレームフラグ及び同一

ダウンリンク情報種別で分割されたダウンリンク情報フ

レームの順序番号を表す。

bit7：最終フレームフラグ

１：最終フレーム

０：最終フレームではない
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bit6-0：同一提供点管理番号の同一情報種別内

におけるフレームの順序番号を表す。

HoldTimeは予備とする。

IndexID-nbrは予備とする。

IndexDataは未使用とする。

DL-Info-Typeは予備とする。

DL-Info-Time：提供時刻

当該ダウンリンク情報の提供時刻を表す。

bit15-11：提供時刻（時）で、０～23をバイナ

リ５ビットで指定

bit10-5：提供時刻（分）で、０～59をバイナリ

６ビットで指定

bit4-0：未使用（予備）

DL-Info-nbr：最終フレーム/同一情報内におけるフレー

ム番号を表し、０固定とする。

DL-FrameData：ダウンリンク情報実データ

「ＩＴＳ無線路側機 ＤＳＳＳ用 路車間通信アプリケ

ーション規格」に規定される規制情報のメッセージ固有

情報に基づく。

"

MESSAGE BODY SEQUENCE {

AckReqFlag ENUMELATED(notRequest(0),Request

(1)),

DL-Frame-nbr OCTET STRING(SIZE(4)),

HoldTime INTEGER(0..65535),

IndexID-nbr INTEGER(0..255),

IndexData OCTET STRING(SIZE(5)),

DL-Info-Type OCTET STRING(SIZE(1)),

DL-Info-Time OCTET STRING(SIZE(2)),

DL-Info-nbr INTEGER(0..255),

DL-FrameData OCTET STRING(SIZE(0..123))

},

MESSAGE TYPE publication

ID {iso(1) org(3) dod(6) internet(1) private(4)

enterprises(1) utms(11482) ud_message(3) dsss(12)

DsssRegulationInfo(32)}

}

定義文6.9
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6.2.5 交差点識別情報

(1) サブスクリプション

交差点識別情報のサブスクリプションメッセージを定義文6.10に示す。

reqAutomatedMapInfo ISO14827-MESSAGE ::=

{

NAME "交差点識別情報要求"

DEFINITION "交差点識別情報のオフラインサブスクリプションを

意味する。"

MESSAGE BODY NULL

MESSAGE TYPE subscription

SUBSCRIPTION TYPE event-driven

INITIAL PUBLICATION AutomatedMapInfo

SUBSEQUENT PUBLICATION AutomatedMapInfo

ID {iso(1) org(3) dod(6) internet(1) private(4)

enterprises(1) utms(11482) ud_message(3) dsss(12)

reqAutomatedMapInfo(28)}

}

定義文6.10

(2) パブリケーション

交差点識別情報のパブリケーションメッセージを定義文6.11に示す。

DsssMapInfo ISO14827-MESSAGE ::= {

NAME "交差点識別情報"

DEFINITION "交差点識別情報の登録を意味する。

AckReqFlag：応答要求フラグ

エンドアプリケーションでの応答要求フラグで、情報の

内容は次のとおりとする。

０：登録状況応答を要求しない

１：登録状況応答を要求する

本フラグをセットした場合、正常受信応答（ＩＴＳ無線

路側機）又は異常受信応答（ＩＴＳ無線路側機）の受信

を待つこと。

正常受信応答（ＩＴＳ無線路側機）を受信した場合は、

次の情報登録に移る。

異常受信応答（ＩＴＳ無線路側機）を受信した場合又は

受信タイムアウトが発生した場合は、異常状況に応じて

再送又は当該情報種別の登録中止とする。

DL-Frame-nbr：ダウンリンク情報の正フレーム番号
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第１オクテットのみ使用する。第２から４オクテットは

未使用とする。

ダウンリンク情報の正しい最終フレームフラグ及び同一

ダウンリンク情報種別で分割されたダウンリンク情報フ

レームの順序番号を表す。

bit7：最終フレームフラグ

１：最終フレーム

０：最終フレームではない

bit6-0：同一提供点管理番号の同一情報種別内

におけるフレームの順序番号を表す。

HoldTimeは予備とする。

IndexID-nbrは予備とする。

IndexDataは未使用とする。

DL-Info-Typeは予備とする。

DL-Info-Time：提供時刻

当該ダウンリンク情報の提供時刻を表す。

bit15-11：提供時刻（時）で、０～23をバイナ

リ５ビットで指定

bit10-5：提供時刻（分）で、０～59をバイナリ

６ビットで指定

bit4-0：未使用（予備）

DL-Info-nbr：最終フレーム/同一情報内におけるフレー

ム番号を表し、０固定とする。

DL-FrameData：ダウンリンク情報実データ

「ＩＴＳ無線路側機 ＤＳＳＳ及び自動走行システム用

路車間通信アプリケーション規格」に規定される交差点

識別情報のメッセージ固有情報に基づく。

"

MESSAGE BODY SEQUENCE {

AckReqFlag ENUMELATED(notRequest(0),Request

(1)),

DL-Frame-nbr OCTET STRING(SIZE(4)),

HoldTime INTEGER(0..65535),

IndexID-nbr INTEGER(0..255),

IndexData OCTET STRING(SIZE(5)),

DL-Info-Type OCTET STRING(SIZE(1)),

DL-Info-Time OCTET STRING(SIZE(2)),

DL-Info-nbr INTEGER(0..255),

DL-FrameData OCTET STRING(SIZE(0..123))

},
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MESSAGE TYPE publication

ID {iso(1) org(3) dod(6) internet(1) private(4)

enterprises(1) utms(11482) ud_message(3) dsss(12)

AutomatedMapInfo(29)}

}

定義文6.11

6.3 上りセッション

6.3.1 ＤＳＳＳ信号動作状態情報

(1) サブスクリプション

ＤＳＳＳ信号動作状態情報のサブスクリプションメッセージを定義文6.12に示す。

reqDsssSignalStatus ISO14827-MESSAGE ::=

{

NAME "ＤＳＳＳ信号動作状態情報要求"

DEFINITION "ＤＳＳＳ信号動作状態情報のオフラインサブスクリプシ

ョンを意味する。"

MESSAGE BODY NULL

MESSAGE TYPE subscription

SUBSCRIPTION TYPE event-driven

INITIAL-PUBLICATION DsssSignalStatus

SUBSEQUENT-PUBLICAITONS DsssSignalStatus

ID {iso(1) org(3) dod(6) internet(1) private(4)

enterprises(1) utms(11482) ud_message(3) dsss(12)

reqDsssSignalStatus(13)}

}

定義文6.12

(2) パブリケーション

ＤＳＳＳ信号動作状態情報のパブリケーションメッセージを定義文6.13に示す。

DsssSignalStatus ISO14827-MESSAGE ::=

{

NAME "ＤＳＳＳ信号動作状態情報"

DEFINITION "

ＤＳＳＳ信号動作状態情報の事象発生タイミングは、以

下の状態変化のいずれかがあった時及び前回Publication

メッセージを送信してから30秒間、以下の状態変化のい
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ずれもなかった時とする。

・端末操作（開始時と終了時）

・現示状態（変更時）

・階梯番号（変化時）

・停電（発生時と復旧時。ただし、本情報は登

録予備）

・滅灯要求（開始時と終了時。ただし、本情報

は登録予備）

・調光中（開始時と終了時。ただし、本情報は

登録予備）

・連動子機異常（発生時と復旧時。ただし、本

情報は登録予備）

・時計異常（発生時と復旧時）

・ＭＰＵ異常（発生時と復旧時）

・動作異常（発生時と復旧時）

・灯色１Ｇ（開始時と終了時）

・時刻修正実行（実行時）

・読取実行（実行時）

・中央指令不可（信号制御指令１Publication又

は信号制御指令２Publicationの受信時で、そ

の情報がエラーであった場合）

・中央指令受信（信号制御指令１Publication又

は信号制御指令２Publicationの受信時で、そ

の情報が正常であった場合）

・遠隔動作中（開始時と終了時）

signalIDは交通信号制御機の識別番号である。

executedStepInfoは実行階梯情報である。

bit7: 端末操作

０: 通常動作中

１: 端末操作中

bit6-5: 現示状態

00: 標準ステータス

01: 特１ステータス

10: 特２ステータス

11: 特３ステータス

bit4-0: 階梯番号（ただし、24以上(階梯25以降)

は無効。）

actionStatus1は動作状況１情報である。

bit7: 停電（ただし、本情報は登録予備）
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bit6: 滅灯要求（ただし、本情報は登録予備）

bit5: 調光中（ただし、本情報は登録予備）

bit4: 連動子機異常（ただし、本情報は登録予

備）

bit3: 時計異常

bit2: ＭＰＵ異常

bit1: 動作異常

bit0: 灯色１Ｇ

０：該当なし

１：該当あり

actionStatus2は動作状況２情報である。

bit7: 時刻修正実行

bit6: 読取実行

bit5: 中央指令不可

bit4: 中央指令受信

bit3: 予備２

bit2: 予備１

bit1: 同期中

bit0: 遠隔動作中

０：該当なし

１：該当あり

receiveConfirmInfoは信号制御指令受信確認情報である。

bit7-5: 未使用

bit4-0: 指令識別コード

00000 無効

00001 定期指令１（０～５分の指令）

00010 定期指令２（５～10分の指令）

↓

01100 定期指定12（55～60分の指令）

01101 無効

↓

10000 無効

10001 不定期指令１

10010 不定期指令２

10011 無効

↓

11111 無効

"

MESSAGE BODY SEQUENCE{
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signalID INTEGER(1..1024)，

executedStepInfo INTEGER(0..255),

actionStatus1 INTEGER(0..255),

actionStatus2 INTEGER(0..255),

receiveConfirmInfo INTEGER(0..31)

}

MESSAGE TYPE publication

ID {iso(1) org(3) dod(6) internet(1) private(4)

enterprises(1) utms(11482) ud_message(3) dsss(12)

DsssSignalStatus(14)}

}

定義文6.13

6.3.2 ＤＳＳＳ登録メッセージ状態

(1) サブスクリプション

ＤＳＳＳ登録メッセージ状態のサブスクリプションメッセージを定義文6.14に示す。

reqDsssMessageStatus ISO14827-MESSAGE ::=

{

NAME "ＤＳＳＳ登録メッセージ状態"

DEFINITION "ＤＳＳＳ登録メッセージ状態のオフラインサブスクリプ

ションを意味する。"

MESSAGE BODY NULL

MESSAGE TYPE subscription

SUBSCRIPTION TYPE event-driven

INITIAL-PUBLICATION DsssMessageStatus

SUBSEQUENT-PUBLICAITONS DsssMessageStatus

ID {iso(1) org(3) dod(6) internet(1) private(4)

enterprises(1) utms(11482) ud_message(3) dsss(12)

reqDsssMessageStatus(41)}

}

定義文6.14

(2) パブリケーション

ＤＳＳＳ登録メッセージ状態のパブリケーションメッセージを定義文6.15に示す。

DsssMessageStatus ISO14827-MESSAGE ::=

{

NAME "ＤＳＳＳ登録メッセージ状態"
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DEFINITION "ＤＳＳＳ登録メッセージ状態の事象発生タイミングは、

メッセージの状態遷移を判定した時及び前回Publication

メッセージを送信してから30秒間、状態変化のいずれも

なかった場合とする。

ServiceLocationは、サービス提供地点の管理番号である。

bit15：提供点種別コード

１：単路

０：交差点

bit 14-0：提供点種別コード毎に管理されてい

るＩＤである。

message-infoは、メッセージ状態を表す。

MessageTypeは対象メッセージを表す情報である。

bit15：信号情報

bit14：交差点識別情報

bit13：規制情報

bit12：センサ（ＩＤ＝１）情報

bit11：センサ（ＩＤ＝２）情報

bit10：センサ（ＩＤ＝３）情報

bit9：センサ（ＩＤ＝４）情報

bit8：センサ（ＩＤ＝５）情報

bit7：センサ（ＩＤ＝６）情報

bit6：センサ（ＩＤ＝７）情報

bit5：センサ（ＩＤ＝８）情報

bit4-2：予備

bit1：サービス支援情報

bit0：道路線形情報

１：対象

０：対象外

MessageStatusは、当該メッセージの状態である。

０：正常送信中

１：メッセージ未登録

２：タイムアウト発生中

３：送信禁止中

SystemStatusは、メッセージに格納されるシステム状態

の格納内容を表す。

０：無効

１：有効

２：不定

"

MESSAGE BODY SEQUENCE{
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ServiceLocation OCTET STRING(SIZE(2))，

message-info SEQUENCE SIZE(1..16) OF SEQUENCE {

MessageType OCTET STRING(SIZE(2))，

MessageStatus OCTET STRING(SIZE(1)),

SystemStatus OCTET STRING(SIZE(1))

}

｝

MESSAGE TYPE publication

ID {iso(1) org(3) dod(6) internet(1) private(4)

enterprises(1) utms(11482) ud_message(3) dsss(12)

DsssMessageStatus(42)}

}

定義文6.15

6.3.3 信号情報状態情報（ＩＴＳ無線路側機）

(1) サブスクリプション

信号情報状態情報（ＩＴＳ無線路側機）のサブスクリプションメッセージを定義文6.

16に示す。

reqDsssRadioSignalInfoStatus ISO14827-MESSAGE ::=

{

NAME "信号情報状態情報（ＩＴＳ無線路側機）"

DEFINITION "信号情報状態情報（ＩＴＳ無線路側機）のオフラインサ

ブスクリプションを意味する。"

MESSAGE BODY NULL

MESSAGE TYPE subscription

SUBSCRIPTION TYPE event-driven

INITIAL-PUBLICATION DsssRadioSignalInfoStatus

SUBSEQUENT-PUBLICAITONS DsssRadioSignalInfoStatus

ID {iso(1) org(3) dod(6) internet(1) private(4)

enterprises(1) utms(11482) ud_message(3) dsss(12)

reqDsssRadioSignalInfoStatus(43)}

｝

定義文6.16

(2) パブリケーション

信号情報状態情報（ＩＴＳ無線路側機）のパブリケーションメッセージを定義文6.17

に示す。
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DsssRadioSignalInfoStatus ISO14827-MESSAGE ::=

{

NAME "信号情報状態情報（ＩＴＳ無線路側機）"

DEFINITION "信号情報状態情報（ＩＴＳ無線路側機）の事象発生タイ

ミングは、ＩＴＳ無線路側機が信号情報の異常状態を判

定した時、異常状態から正常状態に復帰を判定した時及

び前回Publicationメッセージを送信してから30秒間、状

態変化のいずれもなかった場合とする。

ServiceLocationは、サービス提供地点の管理番号である。

bit15：提供点種別コード

１：単路

０：交差点

bit14-0：提供点種別コード毎に管理されている

ＩＤである。

SignalInfoDiffは、信号情報の誤差時間（100ミリ秒）を

表すデータである。負値は２の補数で表す。信号の灯色

表示順序が異常等、信号秒数以外の異常がある場合は、

正の最大値（127）を登録する。

SignalInfoStatusは、信号情報の状態を表すデータであ

る。

０：異常無し

１：異常有り

"

MESSAGE BODY SEQUENCE{

ServiceLocation OCTET STRING(SIZE(2))，

SignalInfoDiff OCTET STRING(SIZE(1))，

SignalInfoStatus OCTET STRING(SIZE(1))

｝

MESSAGE TYPE publication

ID {iso(1) org(3) dod(6) internet(1) private(4)

enterprises(1) utms(11482) ud_message(3) dsss(12)

DsssRadioSignalInfoStatus(44)｝

｝

定義文6.17

6.3.4 電波用ＤＳＳＳ感知器状態信号

(1) サブスクリプション

電波用ＤＳＳＳ感知器状態信号のサブスクリプションメッセージを定義文6.18に示

す。
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reqRadioDsssDetStatus ISO14827-MESSAGE ::=

{

NAME "電波用ＤＳＳＳ感知器状態信号要求"

DEFINITION "電波用ＤＳＳＳ感知器状態信号のオフラインサブスクリ

プションを意味する。"

MESSAGE BODY NULL

MESSAGE TYPE subscription

SUBSCRIPTION TYPE event-driven

INITIAL-PUBLICATION RadioDsssDetStatus

SUBSEQUENT-PUBLICAITONS RadioDsssDetStatus

ID {iso(1) org(3) dod(6) internet(1) private(4)

enterprises(1) utms(11482) ud_message(3) dsss(12)

reqRadioDsssDetStatus(49)｝

｝

定義文6.18

(2) パブリケーション

電波用ＤＳＳＳ感知器状態信号のパブリケーションメッセージを定義文6.19に示す。

RadioDsssDetStatus ISO14827-MESSAGE ::=

{

NAME "電波用ＤＳＳＳ感知器状態信号"

DEFINITION "電波用ＤＳＳＳ感知器状態信号の事象発生タイミング

は、ＤＳＳＳ感知器が異常又は計測不能状態（以下異常

状態）になった時、又は異常状態から正常状態に復帰し

た時とする。

また、異常状態が継続している場合には、前回発信した

タイミングから５分周期とする。

ServiceLocationは、サービス提供地点の管理番号である。

bit15：提供点種別コード

１：単路

０：交差点

bit14-0：提供点種別コード毎に管理されている

ＩＤである。

DsssDetIDはＤＳＳＳ感知器の識別番号である。

DsssDetStatusはＤＳＳＳ感知器の状態を表すデータであ

る。計測状態詳細は計測状態の具体的な内容を示してい

る。感知器状態詳細はＤＳＳＳ感知器状態が異常の場合
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における異常発生箇所を示している。

bit7-5：計測状態詳細

０：詳細情報無し

１：時刻修正未受信

２：センサ部信号異常

３：検知結果異常

（過検知、未検知、固着）

４：その他異常

bit4： 計測状態

０：正常

１：異常

bit3：感知器状態詳細（その他状態）

０：正常

１：異常

bit2：感知器状態詳細（制御部状態）

０：正常

１：異常

bit1：感知器状態詳細（センサ部状態）

０：正常

１：異常

bit0：ＤＳＳＳ感知器状態

０：正常

１：異常

"

MESSAGE BODY SEQUENCE{

ServiceLocation OCTET STRING(SIZE(2))，

DsssDetID INTEGER(1..8)，

DsssDetStatus OCTET STRING(SIZE(1))

｝

MESSAGE TYPE publication

ID {iso(1) org(3) dod(6) internet(1) private(4)

enterprises(1) utms(11482) ud_message(3) dsss(12)

RadioDsssDetStatus(50)}

}

定義文6.19

6.4 モジュールの終了

本規格のメッセージのモジュール終了を、定義文6.20に示す。

END
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定義文6.20
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