ITS AND SERVICES
ITSの新しい流れ：MANET、位置測位システム、次世代Probe Car
（Floating Car）
System
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10分で理解できるネットワーク最新技術③ 「第10回ITS世界会議」
（2）
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図2

BMW ConnectedDrive
（a）
車々間通信用アン
テナ
（モックアップ）

（b）
インスツルメントパネ
ル等の様子。右側のノ
ブ
（矢印部分）
はBWM 7
シリーズ、5シリーズに搭
載されているiDrive。オ
ーディオやエアコン車の
設定などの操作に用い
られる

（c）
センターコンソールにCFメモリーや
USBメモリーのスロットが用意されてい
た。Pocket PCやマウスはデモ操作
用だと思われる

衛星が運用されているだけの状態であり、

せするなど、有償とすることが検討されて

GPSの補助として用いられるにとどまって

いる。

図 3:GALILEO プロジェクトのホーム
ページ
http://europa.eu.int/comm/dgs/energy_transport/
galileo/index_en.htm
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だと考えている。
http://WWW.itswc2004.jp/japanese/

ETC：Electronic Toll Collection System、無線を利用した有料道路の自動通行料金支払いシステム。
VICS：Vehicle Information and Communication System、VICSセンターからの渋滞や交通規制などの道路交通情報を、カーナビなどに配信するシステム。
ハイドロプレーン現象：高速で水たまり等を走行した際に、路面からタイヤが浮き上がり滑る現象。
ABS：Anti-lock Brake System、急ブレーキをかけたときなどに電子的な制御で車輪がロックされるのを防ぐ装置。
トラクションコントロール：滑りやすい路面などでアクセルを踏みすぎても、エンジン出力の制御で、タイヤの空回りを防いで走行を安定させる装置。
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