ITS AND SERVICES
最 先 端 I T を 利 用 し た 道 路 交 通 シ ス テ ム
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図1 RFIDタグを組み込んだ名札による入場管理

が多いが、さまざまな種類のRFIDタグが
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（ a） 名 札と 名 札 の 中 の
RFIDタグ

なってしまう写真が示されていた。ここで
も標準化が重要であるわけである。
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（b）入場管理用のゲート
枠の上部にリーダーが設置
されている

（c）リーダーに接続された
パソコンIDと名前、入室時
間が記録される

（図2）
。IDがちょうど128ビットであるため
IPv6アドレスを入れてはどうかという話も
あるが、IDをどのように用いるのかを含め
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実用一歩前のキーテクノロジーはこれだ

10分で理解できるネットワーク最新技術② 「第10回ITS世界会議」
（1）
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図 2 電 子ナンバープレートの
RFIDタグ（DENSOブースに展
示されていたもの）

図3 HAKONIWA（インターネットITS シミュレータ／エミュレータ）

（a）インターネットITSブース

（b）通信エミュレーション（円の部分が無線
LANホットスポットエリア）

基盤になると思われ、今後が期待される。
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狭域通信（DSRC）技術の応用

（c）交通流シミュレーション
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が走行している様子をシミュレート）

れていて、IEEE 802.11a の技術を流用
「HAKONIWA」プロジェクト
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。

＊1 DSRC：Dedicated Short-Range Communication、狭域通信。数mから数十m程度をエリアとした無線通信技術。国内では、
高速道路の料金収受などで用いられている。5GHz帯の電波を用いて通信をしており、ARIB STD T-75では1Mbpsの通信速度を持つ。
＊2 IEEE 802.11a：無線LANの標準の1つ。5GHz帯の電波を用いた直交周波数分割多重方式による通信。54Mbpsの通信速度
を持つ。
＊3 インターネットITS：IPv6を用いて、ITSの通信環境やアプリケーション開発やサービス開発の環境を提供する情報システム。
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