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総 合 通 信 基 盤 局	

電 波 部 移 動 通 信 課	



ＩＴＳ（高度道路交通システム）の推進	

ITS ： Intelligent Transport Systems	

○　最先端の情報通信技術（ICT）等を活用	

○　 道路交通が抱える事故や渋滞、環境対策など、様々な課題への対応
を目指す	

○　新しいサービスや市場を作り出す可能性	
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ETC専用	

前方車両等の自動検知	

○車載レーダー（電波、超音波、赤外線）・カメラ	

車両等を検知し、ドライバーへの注意喚起、車間距離
の維持、緊急時のブレーキなど運転支援。	

左右・後方の障害物の自動検知	

○車載レーダー（電波、超音波）・カメラ	

障害物の検知、ドライバーへの注意喚起等。	

安全運転支援システム	

○車車間・歩車間通信等	
位置・速度情報等をやりとりし、
出会い頭の衝突等を回避。	
（実用化に向けて取組を推進中）	

プローブ情報	

○携帯電話ネットワーク等	

自動車メーカー等では、収集した
プローブ情報（各車両の位置・速
度情報等）を基に自社の顧客向
けの道路交通情報の提供サービ
ス等を実施。	

2	これまでのＩＴＳの取組事例	

○　 ITSの高度化、推進にあたっては、電波による無線通信等の情報通信技術（ ICT : Information 
Communication Technology ）の効果的な活用が重要。	

○　総務省では、車車間通信や路車間通信、車載レーダー等の技術基準などを順次制度化。	

道路交通情報	

○VICS　（平成８年～）	

FM多重放送、電波ビーコン、光
ビーコンで情報配信。	

（H25.12末現在で4,071万台が普及）	

狭域通信システム	

○ETC　（平成１３年～）	

有料道路等での自動料金収受システム。	
（H26.2末現在で5,937万台が普及）	

○ITSスポット　（平成２３年～）	

高速道路上の事故多発地点の手前での注
意喚起など、運転支援情報を提供。	



今後の課題　～交通事故の現状～	

出典 ： 「平成25年中の交通死亡事故の特徴及び道路交通法違反取り締まり状況について」（警察庁交通局）等より作成	

＜平成２５年の交通事故発生状況＞	

  交通事故の発生件数　　６２万９，０２１件	

  交通事故による死者数　　　　 ４，３７３人　・・・漫然運転、脇見運転、安全不確認が大きな事故要因	

⇒ 近年減少傾向にはあるが、依然として厳しい状況。ＩＴＳによる安全確保が喫緊の課題。	

  出会い頭や右折時の衝突事故 ： 車両相互の死亡事故の約５割、重傷事故の約６割	

⇒ 見通しの悪い交差点等での事故防止の取組が重要。また歩行者（特に高齢者）に関する対策も急
務。	
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歩行中の死亡事故	
の内訳（年齢層別）	
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車両相互の死亡事故の内訳	 車両相互の重傷事故の内訳	



【参考】政府の各戦略における位置付け（１）	

日本再興戦略	  
　-‐JAPAN	  is	  BACK-‐　（平成25年6月14日閣議決定）	  

第Ⅱ．３つのアクションプラン	

二．戦略市場創造プラン	

テーマ３：安全・便利で経済的な次世代インフラの構築	

　 こうした事態を打開するため、車車間通信、路車間通信等を用いた安全運転支援装置・安全運転支
援システム及び自動走行システム、渋滞予測システム、物流システムの構築によるヒト・モノの安全・快
適な移動の実現を国家プロジェクトとして進める。	

科学技術イノベーション総合戦略	  
　～新次元日本創造への挑戦～　（平成25年6月7日閣議決定）	  

第２章 科学技術イノベーションが取り組むべき課題	

Ⅲ．世界に先駆けた次世代インフラの整備	

３．重点的取組	

（３）高度交通システムの実現　　　　　　　　　　[工程表 次世代インフラ（３）]	

　 この取組では、ＩＴＳ技術の高度化による、より先進的な交通安全支援・渋滞対策技術や道路交通情
報の集約・配信技術、交通管制技術、利便性向上技術の開発を推進する。この取組により、歩行者・自
動車双方への交通安全に係る迅速な情報提供や支援、渋滞等の削減、利便性の向上を図りつつ、交
通事故死者数ゼロを目指し、世界一安全・快適な道路交通を実現する。また、鉄道等の他の交通分野

においても先進技術の開発を推進する。	

　　【内閣官房、警察庁、総務省、経済産業省、国土交通省】	
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【参考】政府の各戦略における位置付け（２）	

世界最先端IT 国家創造宣言　（平成25年6月14日閣議決定）	  

Ⅱ．目指すべき社会・姿	

２．健康で安心して快適に生活できる、世界一安全で災害に強い社会	

（前略）、環境にやさしく交通事故のない、世界で最も安全な道路交通社会等を実現する。	

Ⅲ．目指すべき社会・姿を実現するための取組	

２．健康で安心して快適に生活できる、世界一安全で災害に強い社会	

（４）世界で最も安全で環境にやさしく経済的な道路交通社会の実現	

　車と車、道路と車、車と人等が相互に、タイムリーな情報交換ができるようにするとともに、地図情報や車・

人の位置情報等の地理空間情報（G 空間情報）、蓄積データを活用することなど、ITS（Intelligent Transport 
Systems）技術の活用により、交通事故の危険や交通渋滞が回避される、安全で、環境にやさしく、経済的
な道路交通社会を実現する。　（中略）	

　 国内外に発信し、2014年度から、社会実装を前提としたモデル地区での先導的な実証事業を公道上で実
施するとともに、高度運転支援技術等の開発にも着手する。	

　 さらに、車の自律系システムと車と車、道路と車との情報交換等を組み合わせ、運転支援技術の高度化
を図るとともに、実用化に向けた公道上での実証を実施し、2020年代中には、自動走行システムの試用を
開始する。	

　 これらの取組などにより、2018年を目途に交通事故死者数を2,500人以下とし、2020年までには、世界で
最も安全な道路交通社会を実現する（交通事故死者数が人口比で世界一少ない割合になることを目指す）

とともに、交通渋滞を大幅に削減する。	

【KPI】　・交通事故死者数　・交通渋滞状況	
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  総合科学技術会議では、府省・分野の枠を超えた横断型のプログラムとして、平成２６年度予算
による「戦略的イノベーション創造プログラム」（ＳＩＰ）を創設。	  

  ＩＴＳ関係（自動運転（自動走行）システム）を含め、１１課題を設定。内閣府はこれら課題推進の
ため、来年度政府予算案に「科学技術イノベーション創造推進費」（全体５００億円）を計上。	  

  現在、各課題ごとに来年度からの研究開発計画及び実用化・事業化の出口戦略等を検討中。	  

  「世界最先端ＩＴ国家創造宣言」等に基づき、重点分野の戦略推進に必要な具体的方策の検討
等を進めるため、昨年１０月、新戦略推進専門調査会に８つの分科会を設置。	  

  このうち、道路交通分科会では、	  
✓安全運転支援・自動走行システム	  
✓交通データ利活用（交通情報の集約・配信）	  
を中心に検討し、３／２４（月）開催の新戦略推進専門調査会において、今後の官民ＩＴＳ構想や
ロードマップの策定、官民連携推進母体の設置について取りまとめ。	  

【参考】政府全体における最近の動き	 6	

ＩＴ総合戦略本部	

総合科学技術会議	

※ ＩＴ総合戦略本部と総合科学技術会議のこれら検討会合では、相互に連携し、必要に応じて合同で議論。	



「戦略的イノベーション創造プログラム」（ＳＩＰ）の概要	

総合科学技術会議	

ガバニングボード	

課題ごとに以下の体制を整備	

課題ごとの推進委員会	
ＰＤ（議長）、担当有識者議員、	
内閣府、関係省庁、外部専門家	

関係省庁・研究主体	

内閣府の支援体制を拡充	

＜実施体制＞	  
○課題ごとにPD（プログラムディレク
ター）＋を選定。	  

　+ 平成26年4月までは政策参与。	

○PDは関係府省省の縦割りを打破し、府
省省を横断する視点からプログラムを
推進。	  

○ガバニングボード（構成員：総合科
学技術会議有識識者議員）が評価・助
⾔言を⾏行行う。	  

昨年年末、公募により、産学からトップクラスのリーダーを	  
PD（政策参与）として選出	  

内閣府資料より	
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【参考】ＳＩＰ対象課題候補とPD（政策参与）	

総合科学技術会議の	  
司令令塔機能を強化	  

内閣府　
資料より	
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車車間通信・路車間通信・歩車間通信等の早期実用化	

これまで車載レーダーやカメラなどにより、先行車や車線を把握し、車が自律的に衝突回避や車線逸脱を防ぐシステ
ムが実用化されてきた（自動車単体の安全運転支援技術（自律型））。	

出典：実用化されたASV技術（国交省自動車局）	

　自動車単体の安全運転支援技術（自律型）の実用化により、これまで交通事故が削減されてきたが、	

さらなる交通事故の削減のためには、「車車間通信・路車間通信・歩車間通信」等を用いた協調型の
安全運転支援システムの早期実用化が必須である。	
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次世代ＩＴＳの確立に向けた通信技術の実証	

【平成26年度政府予算案】　2.1億円（新規）	

•  　交通事故による死傷者数は、近年減少傾向にあるものの、依然として深刻な状態。安全・安心で快適な
交通社会を実現するためには、既存技術を更に高度化して事故を防ぐこと等が必須であり、従来の自動車
単体での運転支援に加え、車と車、車と人等をつなぐ高度な無線通信技術を活用した安全運転支援システ
ムの早期実用化が必要。	 

•  　本取組により、実用環境を想定したテストコース等での実証を通じて、車車間通信技術等を活用した安
全運転支援システムの早期実用化に必要となる検討課題の抽出・検証を行い、実用アプリケーションが十
分機能できるよう通信の信頼性、相互接続、セキュリティ機能を確保するためのシステムを確立。	 

歩車間通信により	  
歩行者の急な飛び出し	  

による衝突回避	車車間通信により	  
見通しの悪い道路での	  
出会い頭衝突事故防止	

車車間通信により	  
緊急車両の接近情報を周

囲へ伝達することで	  
スムーズな走行を支援	

安全運転支援システムの実現イメージ	 取組課題（検討中）	 

１）車車間通信システムの確立	
700MHz帯を活用した車車間通信に必要なシステ

ムの確立及び仕様等の検討	
〔具体項目：セキュリティ機能の開発、相互接続試

験方法の確立、車車間通信プロトコル（メッセージ
セット）の検証、テストコース（一部公道）での検証〕	

２）歩車間通信システムの調査研究	
高齢者、児童等の歩行者事故に有効な歩車間通

信の実現を促すため、サービス、導入シナリオの調
査研究	
〔具体項目：歩車間通信専用端末によるシステムと

携帯電話利用型システムのサービス、導入シナリオ、
効果・社会需要性等を調査研究〕	
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SIPでの取組（調整中） ～ICTを活用した次世代ITSの確立	

歩車間通信	

路車間通信	

インフラレーダシステム	

　自動走行の実現に向け、情報提供に加え、車の制御に必要とな
る車車間通信の通信プロトコルを開発するため、時々刻々と変化
する交通状況や様々な地形、多数の通信相手、多様な車両等
が存在する公道において実証実験を実施する。また、公道実
証を通じ、路車間通信の通信プロトコルについても策定する。	

　 交差点横断中の歩行者や自転車等の事故を削減するとともに、
歩行者の移動状況等を適切に把握するため、夜間や悪天候と
いった環境でも、交差点内の歩行者・自転車等の小さな対象物を
分離・検知し、ドライバーに危険を通知する路側設置型レーダー
システムを開発する。	

車車間通信・路車間通信	

インフラレーダーシステム	

　 道路上での様々な交通状況においても自動運転（自動走行）の高度な安全性を確保するため、
近接する車両や歩行者等の間で互いに位置・速度情報等をやり取りする車車間・路車間・歩車間
通信、また、天候など周りの環境の影響を受けずに交差点やその周辺等の車両・歩行者の存在等
を把握可能なインフラレーダー（路側設置型高分解能ミリ波レーダー）などを組み合わせることによ
り、一般道や自専道での事故回避等を図る高度運転支援システムの開発を行う。	

車車間通信	

　 歩行者等の一層の安全確保を図るため、歩行者の位置や速度
等の情報を自動車に伝える歩車間通信技術を確立するとともに、
歩行者等の正確な位置を特定する高精度測位技術の開発を行う。	

歩車間通信	
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「電波政策ビジョン懇談会」について	

体制	

スケジュール	 平成２６年１月に第１回会合を開催し、５月を目途に中間報告、１２月を目途に最終報告を取り
まとめ。	

検討事項	

(1)  新しい電波利用の姿	
(2)  新しい電波利用の実現に向けた新たな目標設定と実現方策	
(3)  電波利用を支える産業の在り方	

　 無線通信の高度化への期待及びニーズが高まる中にあって、①電波逼迫解消のための政策の
抜本的な見直し、②世界最先端のワイヤレス（モバイル）立国の実現・維持（Wireless JAPAN）の
ため、下記の論点について検討する。	

•  副大臣／政務官が主催する懇談会	
•  構成員：学識経験者（競争政策、公共経済等）、シンクタンク等	
•  ヒアリング又はオブザーバー：事業者、メーカー	

背景	   電波は有限希少な国民共有の資源であり、これを有効に利用すると共に、その便益が広く国民に及
び、我が国経済と社会を活性化することが重要。	

  現在、１億4千万局以上の無線局が免許を受けて開設され、さらに多くの登録局及び免許不要局

（無線LAN等の小電力無線局、発射する電波が微弱な無線局等）が開設されている。電波利用技術
は高度化し、スマートフォンを含む無線通信ネットワークは国民の日常生活や社会経済活動の最も
重要な基盤を構成するに至っている。	

  スマートシティやスマートメーター等のM2M通信等、電波利用の新たなニーズの高まりや、高齢化
等による社会構造の変化を踏まえ、電波の果たすべき役割について検討することが必要になってい

る。	
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来年度からの総務省の取組	

✔　 安全運転支援システムの実現に必要な協調型ＩＴＳ（車車間通信等）の
運用体制の確立	

  今年５月にメッセージセット、セキュリティの規格、ポリシーの１次案を作成、
平成２６年度総務省予算による実証実験を通じて検証、ブラッシュアップ	

  セキュリティ、相互接続性確保の体制整備	

✔　 自動運転（自動走行）の実現に向け、協調型ＩＴＳ（車車間通信等）に　
関するシステム開発＆大規模実証実験の開始	

  今年５月頃に決定予定のＳＩＰ実施計画に基づき、関係省庁と連携実施	

  ２０２０年の東京オリンピック・パラリンピック開催に向けて、次世代ＩＴＳの
推進、展開	

✔　次世代ＩＴＳの実現に向けた電波利用の将来像の検討	

  産学官関係者のご意見等を踏まえ、電波政策ビジョン懇談会等で検討	

  今後、新たな電波利用に関するニーズ等が出てきた場合は、周波数事情
等を勘案しつつ対応を検討	
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Ministry of Internal Affairs and  
Communications (MIC) 

ご清聴ありがとうございました	


