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まえがき

1990年代中ごろから爆発的に普及したインターネットは，

当初は主に電子メールやネットニュースが利用されていた。

その後，Webシステムの登場から，ビジネス用途や家庭

での娯楽を含めた用途での利用が増大し，現在のように日

常化してきた。

インターネットは通信プロトコル TCP/IP（Transmis-

sion Control Protocol/Internet Protocol）という機種に依

存しないインタフェースを利用しており，全体を統括する

中枢コンピュータが存在しない「分散型」をその特徴とし

ている。これにより世界中のコンピュータを相互接続する

ことを可能としているのである。今後も，IPv6（Internet

Protocol version 6）や XML（eXtensible Markup Lan-

guage）などの技術によりインターネットの普及が加速さ

れ，インターネットそのものがさらに巨大な情報システム

になることが期待されている。

この流れの中で，インターネットを利用した電子商取引

（EC：Electronic Commerce）をはじめとする情報流通市

場が拡大を続けており，これによる商取引の電子化が一般

化してきている。

電子商取引の形態を以下（図１）のような表現で行うこ

とも一般化してきている。

B to B（Business to Business）

電子商取引の形態の一つで物品販売などの企業間取引形

態を示す表現である。B to B ECと表現することもある。

B to C（Business to Consumer）

同様に，企業と一般消費者間での取引形態を示す表現で

ある。オンラインショッピングなどがある。

C to C（Consumer to Consumer）

同様に，一般消費者間での取引形態を示す表現である。

インターネットオークションなどがある。

一方，道路交通分野におけるネットワークに目を移すと，

交通管制や施設監視制御といった運用目的で大規模なネッ

トワークが構築されている。通信システム導入当初はメタ

ル回線を利用したものであったが，現在では光ケーブルを

媒体として情報を多重化しデータ交換を行っている。しか

しながら，メタル回線構築時の考え方であるポイントツー

ポイント伝送による利用が主であり，インターネット技術

である IPネットワークの導入が検討されている。

富士電機のＢ toＭ

富士電機の社会システム事業分野では，従来からプラン

ト施設を基盤とした管理運営システムの提供を行ってきて

いる。これらでは，管理運営上でクローズされた範囲での

活発な情報活用を実現してきた。

これに対し，B to Mは Business to Machine（図２），

すなわち機械設備や電気設備などこれまでネットワーク機

器という認識の範囲外だったものまで取り込んで，システ

ムを考えていこうというものである。機器をネットワーク

で有機的に接続することで，新たな運用，サービス，管理，

経営判断，さらには収益まで生み出すという概念である。

B to Mの基本的なコンセプト（図３）としては，次の

メリットを引き出すことにある。

ネットワーク化

個別点在する機器およびそれらの持つ情報を集約・遠隔

管理する。デバイスには IPアドレスが割り振られ，ネッ
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トワーク管理も統一される。

オープン化

事実上のスタンダードプロトコルである IPインタ

フェースを利用した情報共有を実現する。

ユビキタス化

欲しい情報をいつでもどこでもという要求に応える。

その結果として，

①　既存の範囲を超えた多様なサービスの提供

②　機器運用コストの低減化

③　新規ビジネスの創出

といったメリットを実現できる。そして B（企業）の発展，

Ｍ（機器）の資産価値向上，さらにはＣ（利用者）の満足

を目指すものである。

（ユビキタス： 147ページの「解説」参照）

道路交通分野でのB to Mの位置づけ

B to Mの対象となる道路交通分野での既存のＭ（Ma-

chine）には，電源設備，照明設備，非常用設備（トンネ

ル内設備など），情報収集設備（カメラ設備，気象観測設

備，非常電話など），情報提供設備（道路情報板設備，情

報ターミナル設備など），作業車両など数多く存在する。

また，各種設備単位を基本に構成されている情報管理シス

テム設備も同等のものである。

しかし，これまでの設備がそれぞれの設備またはシステ

ム内でおのおのの取扱い方式に準じた方式により構築され

てきており，相互の情報連携を行うためには，さまざまな

データ変換処理または人間の判定処理が必要であり，既存

の情報をいつでもどこでも利用するという観点では高い

ハードルがあった。

そこで，富士電機では B to Mにより IP 化を推進する

ことで新設の機器・システムだけでなく既存の機器の持つ

情報と既存のシステムを活用することを含めて情報の流れ

を変え，これによりＭ（機器・システムなど）の資産価値

を向上させ，Ｂ（道路利用者・道路管理者へのさまざまな

サービス）を提供することを提唱している（図４）。

道路交通分野では以下に記す業務分野に対し，さまざま

なメリットの提供が可能となっていくものと予想される。
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保守・保全分野

B to MのＢを保守・保全作業として捕らえる。道路情

報設備のように距離の離れた現場機器の保守・保全にはさ

まざまな人，場所，時間，資源などを必要とする。すなわ

ち，道路上の各種現場設備とセンターとの間，現場作業員

とセンターとの間，または現場間の情報のやりとりなどで

ある。

これらの情報を必要に応じて必要な場所で入手すること

は，保全業務の効率化や現場作業の安全性向上に役立つ。

さらに，ネットワーク管理機能を使えばどこに何が設置

してあるかが分かり，その稼動や異常の状態までの管理構

築が容易となる。

情報提供・情報公開分野

B to Mの toにより情報が IP 化されることは，情報の

オープン公開が可能となることであり，いままで集約管理

されていた情報が，道路利用者への提供や道路管理者間で

の利用ができるようになり，最大限に活用されうることと

なる。

来るブロードバンド時代では，交通状況を動画像や音声

情報を付加してリアルタイムに端末やインターネットへ配

信するといったサービスの向上を実現するのもより容易に

なり，高度交通情報時代へ発展する。

災害対策支援

B to MのＭを新たな情報発信機器と位置づけ，発信情

報がオープン化，ネットワーク化されうるメリットを生か

せば，道路上のさまざまな発生事態を通報管理するシステ

ムへの適用が可能となる。このためには，情報発信のため

の通信インフラストラクチャー（インフラ）の整備や情報

を受信管理するインフラの整備が必要となるが，携帯電話

の普及に合わせ今後進展する分野である。

道路交通分野へのB to M技術展開

行政による IT（Information Technology）戦略では，

超高速ネットワークインフラの形成推進のため，既存光

ファイバの活用や地域 IP（Internet Protocol）網の接続，

高速無線アクセスなどにより「IT 革命の恩恵を実感でき

る社会サービスの効率的・効果的な提供や公共サービスの

質の向上」などが基本施策としてうたわれている。

B to Mではこれらの通信インフラを介して，道路交通

末端機器から発信される情報コンテンツを有効に利用し，

質の高いサービスを効率的に運営する。

遠隔施設運営への展開

道路上の雪氷対策作業では，現場での降雪状態や路面の

凍結状態など細かな現場状況による融雪設備運用が必要で

あるが，融雪設備のコントロールは必ずしも道路上からは

できない。従来は，遠方のセンターからコントロールして

おり，地域内複数設備の一括管理のための効率化が行われ

ていた。富士電機では，IP 化デバイスとして PIO-Web

モジュールやフィールドWebアダプタを新たに開発して

おり，各種の適用により B to Mを利用した現場管理作業

の作業性と効率化を実現する。さらに，凍結・降雪予測シ
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表１　IP 化モジュールの基本仕様�

項　目�

入 出 力 イ ン タ フ ェ ー ス �

ネットワークインタフェース�

ネ ッ ト ワ ー ク サ ー ビ ス �

仕　様�

シリアル（RS-232C ほか），�
パラレル（DIO ほか）�

10BASE-T

Web サーバ，電子メール，�
各種 LAN プロトコル対応�
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ステムや路面情報収集車からの情報と，雪氷対策室のデー

タベースや GPS（Global Positioning System）搭載の作業

車の情報を有機的に接続することで，雪氷情報の公開利用

にも役立てていく。表１と図５に IP 化モジュールの基本

仕様と展開イメージを示す。

また，道路上に設置される各種設備機器の保守点検など

を行う場合，保守作業上の機器電源の停止や機器配線の着

脱など通常の運用ではありえない運転状態が発生する。従

来は，現場作業員との連携でセンターシステム上の保守登

録を行い，その稼動監視を行ってきた。

このような現場主導の業務を B to Mでは機器情報の IP

化により，現場作業員が作業に即した保守登録を携帯端末

で行えるよう支援する。

交通情報サービス分野への展開

現在，ITS（Intelligent Transport System）技術の導入

により路車間情報通信システム VICS（Vehicle Informa-

tion and Communication System）による道路交通情報の

車載器への配信や各種路側設備による運転中のドライバー

へ情報伝達が行われている。また，ｉモードによる配信や

インターネットも順次整備されつつある。

これらの配信情報により道路利用者は，道路交通状況や

目的地などのさまざまな情報を得ることができるように

なっている。ブロードバンド時代では，さらに映像による

情報を付加することにより，イメージ的に情報を理解しや

すくなっていく。

B to Mでは，すでに設置しているカメラを利用し，そ

の映像を IP 化することで映像機器の既設資産の価値向上

を図る。また，ユビキタス化によりどこでも情報を参照で

き，サービスエリアや道の駅などの既存システムでの利用

や，ターミナル上の駐車場やレンタカー事務所などにも配

信することができる。表２と図６に IPエンコーダの基本

仕様と展開イメージを示す。

あとがき

e-Japan 構想や ITSの推進により，道路交通分野にも

積極的に ITを活用する土壌ができつつあり，それを支え

るインフラも充実しつつある。

道路交通分野においては，インターネット技術である

IPネットワークの取り入れや移行が検討されているが，B

to M 技術を展開することによって情報量がさらに増大す

ることが予想される。よって，道路交通分野においても，

次世代通信システムは，マルチメディアニーズにあった高

度で大量な情報を，効率的，安全に，かつ安価に利用でき

る通信網であることが求められる。

インターネットや電子メールの普及により，データ通信

量は，音声通信量を大きく引き離しつつあり，その中でデ

ファクトスタンダードとなっている IPは，道路の分野に

おいても，重要なネットワークのターゲットとなる。今後，

B to M 技術開発とともに，セキュリティの強化などネッ

トワークを利用した技術開発を行い，提案していく所存で

ある。
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表２　IP エンコーダの基本仕様�

項　目�

入 出 力 イ ン タ フ ェ ー ス �

ネットワークインタフェース�

ネ ッ ト ワ ー ク サ ー ビ ス �

仕　様�

ビデオ，音声，シリアル，�
パラレル拡張ほか�

100BASE-T

Web サーバ，�
各種 LAN プロトコル対応�
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