
どの動きとも関連して，関係の深い

企業や機関の間で共有化されたイン

トラネットを構築するエクストラネ

ットの普及へと進展しつつある．

【 XML技術を活用した道路用

Web記述言語RWMLの開発 】

■RWML開発の背景

インターネットの爆発的普及は，

道路情報分野にも多くの影響を及ぼ

している．先進的な道路管理者がイ

ンターネットを活用して道路情報提

供を行う事例が国内外で数多く見ら

れるようになった．また，通信カー

ナビや車載用パソコンの発売がなさ

れ，自動車会社などを中心にインタ

ーネット技術をベースにしたカー・

マルチメディア情報サービスが開始

されるに至っている．まさにNetwork

Connected Car時代の到来が目前に迫

っている．

こうした時代が到来した場合，道

路事務所などがインターネットを通

じて発信する道路情報が，他のいろ

いろな情報と組み合わされ，高い付

加価値を持った情報に加工されてド

ライバーに提供されることが容易に

考えられる．そこには，新しい産業

創出の可能性が多分に感じとれ

る 4）．

インターネットのホームページ

は， HTML（HyperText Markup

Language）という言語で記述され

ている．HTMLは，ホームページ上

の文字や画像がどのような大きさや

レイアウトで表現されるのか，リン

クがどこのサーバのどのページに飛

ぶものなのかなどを正確に記述する

ために策定された．HTMLは，扱い

やすいテキストファイルで，情報を

一対の <タグ >で囲むことにより，

画面上の大きさやレイアウトを規定

している．

これに対してXML（eXtensible

Markup Language）は，このHTML

の記述方法を拡張し，その情報が機
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【 はじめに 】

米国商務省は，1999年6月に発表

したレポート 1）において，1995年

から1998年にかけて米国の情報産業

は，国全体のGDPの 8％しか占めて

いないにもかかわらず，平均して実

質経済成長の 35％に貢献したと指

摘した．一方日本の郵政省は，1998

年の日本国内のインターネット利用

者数が1,694万人に達し 2），2005年に

はその数 4 , 1 3 6万人，世帯普及率

41.8％に達すると推計した 3）．イン

ターネット時代の社会のキーワード

は「情報の共有」である．いまでは，

誰もが指先ひとつであらゆる情報に

簡単にアクセスすることができる．

また社会は，ネットワークを通じた

情報共有が持つ潜在的なパワーに着

目した．そして，この技術を組織内

の情報共有に活用するイントラネッ

トが先進企業を中心に急速に普及

し，さらに電子商取引の ECやオン

ラインで調達や入札を行うCALSな

道路情報分野における
XML技術の活用について
－道路用Web記述言語

RWMLの開発－

加治屋 安彦 北海道開発局 開発土木研究所

手塚 行夫 オムロン（株）PITS統轄事業部

大島 利廣 名古屋電機工業（株）システム開発部

筆者らは，官民共同研究によりXML ベースの道路用Web 記述言語RWML

（Road Web Markup Language）の開発を行うとともに，これを用いて目的地ま

での気象や路面の状況，道の駅イベント情報などをインターネットを通じて提供す

るドライブ・アドバイス・サーバ（DAS）を実験開発した．本稿では，それらの開

発概要と実験結果について報告する．

解 説



を路側に設置し，RWMLによって道

路管理者のイントラネットに直接デ

ータを伝送すれば，道路管理者はイ

ンターネット技術をベースにした総

合的な道路管理システムを構築する

こともできる．

■RWML Ver0.71の概要と記述例

2000 年 1月 31日現在，RWMLドラ

フトの最新版（Ver.0.71）が以下の

URLで参照可能である．

http://www2.ceri.go.jp/its-win/RWML.htm

RWMLは以下の 4分野からなって

械にも理解可能な（機械可読性のあ

る）データとして扱われるよう，そ

の拡張の仕方を一般化して定義した

ものである．情報を特別の対の<タ

グ>で囲むことにより，それがどの

ようなデータで，どのように使われ

べきものかを使う側にも理解可能に

している．XMLは，Web技術の標準

化を進める国際的な団体であるW3C

（World Wide Web Consortium）により，

1998年2月にその標準仕様が勧告と

して発表された．XMLは，インター

ネットを介したデータ処理の分野で

現在注目を集めており，顧客の要求

に合わせて最適な商品や商店を検索

するような， E C（電子商取引 :

Electronic Commerce）分野での活用が

非常に期待されている．

開発土木研究所とオムロン（株），

名古屋電機工業（株），三菱電機

（株）をはじめとする共同研究グル

ープでは，このXML を用いて道路情

報専用の記述言語を定義しようと考

え，RWML（Road Web Markup Language）

の策定に着手した5），6）．

■RWMLの適用範囲と特徴

RWMLは，道路情報をインターネ

ットを通じて二次加工が可能な形で

データ配信するために定義するもの

である．RWML化されたデータは，

その収集，加工などが容易になり，

他の情報，たとえば天気予報や地域

のイベント情報などと組み合わせ

て，利用者にとってより有用な情報

を提供するシステムの構築が可能に

なる．そのため，道路情報に加えて

気象情報，防災情報および地域（イ

ベント）情報までを含む総合的な道

路関連情報を規定するものとなっ

た．またRWMLは，道路管理者およ

びその関連機関で利用するデータす

べてに適用可能なものである．デー

タの自動収集のため，通信サーバ

（RW; Road Web or Roadside Web Server）
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図-1 RWMLの基本構成
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いる．

（1）道路情報：

道路・交通情報を記述する．路側

の気象観測情報，路面状態，監視画

像，渋滞情報，規制情報，交通量，

旅行時間および注意地点，眺望やア

ドバイス情報など特定の地点に関す

る情報が含まれる．

（2）気象情報：

主として気象機関の発表する気象

情報を記述する．気象の実況情報，

予測情報および注意報・警報が含ま

れる．

（3）防災情報：

道路交通に影響を及ぼすおそれの

ある，あるいはすでに及ぼしている

災害情報について記述する．地震や

津波などの災害情報，防災機関の情

報および避難経路や復旧計画などの

災害・復旧対策情報が含まれる．

（4）地域情報：

主として観光旅行者の便宜を図る

ため，道の駅などで提供されるイベ

ント情報や地域の名所，旧跡などの

情報を記述する．各イベントの名称，

期間，場所，イベント内容の説明や

イメージ画像情報が含まれる．

これらの情報はそれぞれ管掌部署

が異なるため，各情報には基本情報

を必ず記述することにしている．

基本情報にはデータの対象となる

場所，データの更新情報，管理者

（機関名，個人名を含む）情報およ

びデータ提供にあたっての付加条

件が含まれる．図-1にRWML全体の

基本構成を示す．また，図-2に路面

情報をRWMLで記述した例を示す．

【 ドライブ・アドバイス・サー

バのフィールド実験 】

■ドライブ・アドバイス・サー

バの概要

ドライブ・アドバイス・サーバ

（以下，DASと略す）とは，インタ

ーネットを通じて参照することの

できる文書を情報源としてデータ

ベースに蓄積し，利用者からの要

求に応じてデータベースから最適

なデータを送信する情報提供シス

テムである．DASの利用者として，

筆者らは，これからドライブに出

かける人，あるいは，現在ドライ

ブ中の人を対象としている．DASは，

ドライブの出発地，目的地，時刻，

目的といった利用者からの情報を

もとに，道路情報やイベント情報

などの複数の情報源の中からその

利用者に最適な情報を選択し，端末

向けに加工した情報として提供す

る．DASが情報提供を行う端末とし

て，現在のところ家庭や職場のパソ

コン，道の駅のキオスク端末，車載

情報端末などを想定している．しか

し，インターネットを利用して情報

を配信するため，基本的にインター

ネットに接続できる基本的な機能が

あれば，どのような端末でも情報を

受けることが可能である．

DASの情報源としては，主にイン

ターネット上で公開されている文書

を利用する．しかし，現在インター

ネット上で公開されている文書のほ

とんどは，HTMLに従って記述され

ているか，あるいは，単なるテキス

トである．これらの文書の中から必

要とする情報を自動的に抜き出すの

は非常に難しく，一般には文書ごと

に特別なプログラムが必要である．

一方，XMLは，文書をデータとして

扱うことのできるようなDTDを定義

することにより，DASなどのアプリ

ケーションから容易に情報を取得で

きる文書を記述することができる．

このため，DASとXMLとの親和性は

非常に高い．
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<road-surface>

<route>

<route-name>一般国道230号</route-name>

<route-position>10.0KP/12.0KP</route-position>

</route>

<observe-time>1999-01-05T18:00+9.00</observe-time>

<surface>圧雪</surface>

<surface-temperature>-7.5</surface-temperature>

<surface-salt>13.5</surface-salt>

</road-surface>

1999年1月5日18時現在，一般国道230号10～12KP間，

路面は圧雪状態，路面温度‐7.5度，塩分濃度13.5% を表現

図-2 RWMLの例



速，路面状態，視程，通行規制）

提供形態：HTML

更新周期：30分ごと

（2）道の駅イベント情報提供サーバ

提供内容：各地のイベント情報

提供形態：RWML（暫定版）

更新周期：不定期（60分ごとに情報

を取得）

（3）中山峠路側サーバ

提供内容：中山峠の ITVカメラの映

像，道路情報など（雨量，視程，

風向，風速，交通量）

提供形態：RWML（暫定版）

更新周期：5分ごと

DASのシステムを図-3に，プロト

タイプの初期画面と検索結果画面を

図-4に示す．利用者はWWWブラウ

ザを用いて，出発地，目的地を設定

し，その経路上にある道路情報やイ

ベント情報などを閲覧することがで

きる．

■実験の評価と考察

今回の実験では，道路管理者や共

同研究関係者などにインターネット

を通じて職場のパソコンなどから実

際にDASを利用し，評価してもらっ

た．実験の結果，インターネットを

通じてこのシステムを試用した人の

うち，35名より有効な回答を得るこ

とができた．主な回答は以下のとお

りである．

画面の見やすさについては，86％

の回答者が「見やすい」との回答

であった．

操作方法については，91％の回答

者が「分かりやすい」との回答で

あった．

検索結果の妥当性については，

60％の回答者が「妥当である」と

の回答であった．

DASの有用性については，80％の

回答者が「役に立つ」との回答で

あった．

これらの回答から示されるよう

に，全体としておおむね好評であっ

た．しかし，「経路を地図上に表示

して欲しい」，「情報を地図上に表示

して欲しい」などの意見も多かった．

■ DA S フィールド実験への

RWML適用

1998年から1999年に渡る冬期にお

いて，DASのプロトタイプ版を試作

してフィールド実験を行った．DAS

のプロトタイプ版は，WWWサーバ

として動作するプログラム，定期的

に情報源より情報を取得してデータ

ベースに格納するプログラム，そし

て，CGIとしてWWWサーバと連携し

て動作し，利用者からの要求に応え

てデータベースより最適な情報を選

択・加工するプログラムより成り立

っており，WWWブラウザにより利

用されることを前提に作成された．

また，DASの情報源として，北海道

開発局が運営する既存の道路情報提

供サイトのほかに，RWMLによる情

報提供を行うサーバを用意した．情

報源として利用したのは，以下のサ

イトである．

（1）北海道開発局運営の道路情報

提供サイト

提供内容：各地の ITVカメラの映像，

道路情報など（天候，気温，風
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図-3 XML技術を活用したドライブ・アドバイス・サーバ



グラフィカルな表現はHTMLでは難

しいため，JAVAアプレットや専用ア

プリケーションソフトの開発を検討

する必要がある．

今後開発を進めていく点として

は，「情報源の拡充」や「対象地域

の拡充」を行うべきとの意見が多く，

幅広く情報源の提供を求めていく必

要がある．また，全体を通して，非

常に建設的な意見が多く，このこと

から，DASが有用なシステムである

ことが確認でき，また，本研究への

期待の高さを窺うことができた．今

後は，今回の実験結果をもとに，よ

り実用的なシステムを目指して，開

発を行っていくつもりである．

【 おわりに 】

爆発的に普及の進むインターネッ

トの活用は，ITS分野においても今

後のキーになるものと思われる．と

りわけ，XML技術はきわめて重要な

役割を担うものと考える．特別な

ITSインフラを持たない地方部の地

域 ITS構築には，インターネット技

術は非常に有効で現実的な解決策を

提示するものである．

道路情報分野のXML技術の活用に

ついては，まだ検討が始まったばか

りである．RWMLは国内外における

道路情報分野の標準化作業の進展に

より，本仕様書に取り入れるべき事

項が明らかになった場合には，それ

らを積極的に取り入れるとともに，

本技術自体についても，オープン技

術として標準化を提起していきたい

と考えている．

最後に，道路用 W e b記述言語

RWMLは，開発土木研究所を代表と

するRWML仕様作成ワーキンググル

ープ（オムロン（株）・名古屋電機

工業（株）・（財）日本気象協会北

海道本部・日本工営（株）・三菱電

機（株））によって策定されたもの

である．本仕様の策定にあたって，

（株）日本ユニテックの奥井康弘氏

にアドバイザーとして多くの助言を

いただいた．ご協力いただいた方々

に感謝の意を表する次第である．

また，フィールド実験の実施にあ

たっては，道の駅イベント情報サー

バの開発に（財）北海道道路管理技

術センターならびに北海道地区「道

の駅」連絡会のご協力をいただいた．

さらに，モニタとして共同研究者や

道路管理者の関係各位に多大な協力

をいただいた．ここに記して感謝の

意を表する次第である．
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（左：初期画面・右：検索結果画面）
図-4 ドライブ・アドバイス・サーバのプロトタイプの開発


