ARIB

STD - T109（ITU−R M.2084）、 ARIB TR - T20

赤信号注意喚起、右折時の歩行情報など、
ドライバーにとって死角となっている
状況でも情報を提供

ETCサービスやETC2.0サービスによって道路交通情報、安全運転支援のための情報提供が実現されており、
新たなサービスも計画中

ETC2.0サービス
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2017年策定
RC-014
RC-013
RC-012
RC-011
RC-010
RC-005
ARIB STD-T111
ARIB STD-T109

ITSアプリケーションサブレイヤ仕様ガイドライン 1.0版
700MHz帯高度道路交通システム 実験用車車間通信メッセージガイドライン 1.1版
700MHz帯高度道路交通システム 実験用路路間通信ガイドライン 1.1版
700MHz帯高度道路交通システム 陸上移動局の相互接続性確認試験ガイドライン 1.2版
700MHz帯高度道路交通システム 拡張機能ガイドライン 1.1版
5.8GHz 帯を用いた車車間通信システムの実験用ガイドライン 3.0版
79GHz帯高分解能レーダー 1.1版
700MHz帯高度道路交通システム 1.3版

2016年策定

RC-011
700MHz帯高度道路交通システム移動局の相互接続性確認試験ガイドライン 1.1版
RC-004
狭域通信
（DSRC）
基本アプリケーションインタフェース仕様ガイドライン 1.3版
ARIB STD-T110 狭域通信
（DSRC）
基本アプリケーションインタフェース 1.1版

2015年策定
（

ARIB STD-T48

2014年策定
RC-013
RC-012

特定小電力無線局ミリ波レーダー用無線設備 2.2版 ）
700MHz帯高度道路交通システム 実験用車車間通信メッセージガイドライン 1.0版
700MHz帯高度道路交通システム 実験用路路間通信ガイドライン 1.0版

2013年策定
ARIB STD-T109 700MHz帯高度道路交通システム 1.2版
RC-009
運転支援通信システムに関するセキュリティガイドライン 1.2版
RC-005
5.8GHzを用いた車車間通信システムの実験用ガイドライン 2.0版
・ITS世界会議東京2013への参画

ITS 情報通信システム推進会議では、情報通信審議会（総務省）
、AWG/APG、ISO TC204 ITS 標準化委
員会との連携で、ITU-R や ISO など国際標準化活動にも貢献しています。

ITU-R

1999年〜2007年策定
（

）

、1.1版
、1.1版
ARIB STD-T75
狭域通信（DSRC）システム 1.0版、1.1版、1.2版、1.4版
ARIB STD-T55
有料道路自動料金収受システム 1.2版、2.0版
RC-003
DSRCシステム基地局設置のガイドライン 1.0版
RC-002
DSRCシステムにおけるクレジット決済適用のためのガイドライン 1.0版
RC-001
位置情報表現形式ガイドラインPOIX̲EX 1.0版、2.0版、2.1版
・ITS世界会議名古屋2004への参画

1999年7月 ITS情報通信システム推進会議
ITU-R (ITU Radiocommunication Sector) = 国際電気通信連合 無線通信部門

設立

ARIB標準規格（ARIB STD-Txxx）、ITS情報通信システム推進会議ガイドライン（RC-xxx）は、以下のURLをご覧ください。
ARIB標準規格（ARIB STD-Txxx） ： https://www.arib.or.jp/kikaku/kikaku̲tushin/tsushin̲kikaku̲number.html
ITS情報通信システム推進会議ガイドライン（RC-xxx）： https://itsforum.gr.jp/Public/guideline/Top.html

（HP URL：https://itsforum.gr.jp/）

政府機関（5） ITS関連団体（23） 自動車／電装品製造業（18）
電気機器／部品製造業（28） 放送事業（5） 通信事業（4）

佐々木 眞一

佐々木 眞一

合計100団体

学識経験者（8） その他 (9)

トヨタ自動車株式会社
元副社長 客員

今井 秀樹

東京大学名誉教授

川嶋 弘尚

株式会社ヨコオ
執行役員
経営企画本部長

坂田 毅

名誉顧問

慶應義塾大学名誉教授

羽鳥 光俊

東京大学名誉教授

顧

問

津川 定之

小花 貞夫

電気通信大学理事

徳嵩 公明

700MHz帯
ITS実用化
専門委員会

・

ミリ波通信ＳＷＧ

・

ミリ波レーダーＳＷＧ

・
・

車車間通信システム推進ＴＧ

路路間通信システム検討ＴＧ

国際標準化推進ＴＧ

ＣＡＶ検討ＴＧ

セルラーシステムＴＧ

放送システムＳＧ

通信仕様の検討
国際対応専門委員会：ITS通信技術・システムに関する国際標準化･国際協調活動
および情報収集
700MHz帯 I TS実用化専門委員会：700MHz帯 ITS実用化に向けた運用支援、
標準化推進、相互接続の検討
５GHz帯路車間通信検討ＷＧ: DSRC関連規格の維持・改訂と国際対応支援
DSRCプラットフォームＷＧ: 狭域･広域通信メディア対応DSRCプラットフォーム
の規格検討と関連規格の維持・改訂、普及啓発
ミリ波ＷＧ: 79GHz帯高分解能レーダーの国際協調対応と実用化に向けた普及啓発、
ミリ波通信応用に関するアプリ･技術検討
広報ＷＧ: I TS情報通信システム推進会議活動の普及啓発

・

産総研 招聘研究員

検討WG

・高度化専門委員会：次世代ITSに有効な通信方式･メディアの検討、自動運転システム
・

一般財団法人道路新産業開発機構
ITS・新道路創生本部
プロジェクトマネージャー

一般社団法人電波産業会
（ARIB）
研究開発本部
ITSグループ

ドライン 1.0版
・自動運転(自専道)通信活用ユースケース向け通信システムの実験用ガイ
（2019年10月18日）
（2019年10月10日）
・ITSアプリケーションサブレイヤ仕様ガイドライン2.0版
（2018年10月24日）
・DSRCシステム基地局設置のガイドライン 1.1版
ドライン 1.1版
・700MHz帯高度道路交通システム実験用車車間通信メッセージガイ
（2017年 9 月30日）
700MHz帯高度道路交通システム実験用路路間通信ガイ
ドライン
1.1版
・
（2017年 9 月30日）
ドライン 1.2版
・700MHz帯高度道路交通システム陸上移動局の相互接続性確認試験ガイ
（2017年 9 月30日）
・700MHz帯高度道路交通システム拡張機能ガイドライン 1.1版 （2017年 9 月30日）
・５.８ＧＨｚ帯を用いた車車間通信システムの実験用ガイドライン ３.０版
（2017年 6 月22日）
（2017年 5 月25日）
・ITSアプリケーションサブレイヤ仕様ガイドライン １．0版

https://itsforum.gr.jp/Public/guideline/Top.html
ARIB標準規格／技術資料の原案作成

・ARIB
・ARIB
・ARIB
・ARIB
・ARIB
・ARIB

STD - T111
STD - T110
STD - T109
STD - T75
TR - T22
TR - T20

「79GHz帯分解能レーダー1.1版」
「狭域通信(ＤＳＲＣ)基本アプリケーションインタフェース 1.1版」
「700MHz帯高度道路交通システム1.3版」
「狭域通信(DSRC）
システム 1.6版」
「狭域通信
（DSRC）基本アプリケーションインタフェース陸上移動局の接続性確認に関わる試験項目・試験要領1.0版」
「700MHz帯高度道路交通システム陸上移動局の接続性確認に係る試験項目・試験条件1.2版」

（2017年 ３ 月24日）
（2016年 ９ 月29日）
（2017年 ７ 月27日）
（2020年 ３ 月18日）
（2012年12月18日）
（2017年 ７ 月27日）

https://itsforum.gr.jp/Public/J2Invitation/Top.html
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（2020 年 5 月）

（71）
IEE センシングジャパン株式会社
アイシン精機株式会社
ITS Connect 推進協議会
一般財団法人 ITS サービス高度化機構
アルプスアルパイン株式会社
アンリツ株式会社
ヴィオニア・ジャパン株式会社
AGC 株式会社
AMEC コンサルタンツ株式会社
株式会社 NHK テクノロジーズ
株式会社 NTT ドコモ
株式会社エフエム東京
エリクソン・ジャパン株式会社
Autotalks Ltd.
沖電気工業株式会社
京セラ株式会社
クアルコムジャパン合同会社
KDDI 株式会社
京浜急行電鉄株式会社
株式会社高速道路総合技術研究所
コンチネンタル・オートモーティブ株式会社
株式会社 JVC ケンウッド
株式会社 SUBARU
株式会社スペースタイムエンジニアリング
住友電気工業株式会社
株式会社ゼンリン
ソニー株式会社
ソフトバンク株式会社
株式会社 TBS テレビ
一般財団法人テレコムエンジニアリングセンター
株式会社テレビ東京
株式会社デンソー
東芝インフラシステムズ株式会社
一般財団法人道路交通情報通信システムセンター
トヨタ自動車株式会社
株式会社豊田中央研究所
長瀬産業株式会社
中日本高速道路株式会社
西日本高速道路ファシリティーズ株式会社
日産自動車株式会社
日本電気株式会社
日本電気通信システム株式会社
日本放送協会
日本無線株式会社
ノキアソリューションズ＆ネットワークス合同会社
ハイウェイ・トール・システム株式会社
パナソニック株式会社
東日本高速道路株式会社
株式会社日立国際電気
株式会社日立製作所
ヒロセ電機株式会社
華為技術日本株式会社
富士通株式会社
古野電気株式会社
ベクター・ジャパン株式会社
ボッシュ株式会社

株式会社本田技術研究所
マツダ株式会社
マレリ株式会社
株式会社三井物産戦略研究所
三菱重工機械システム株式会社
株式会社三菱総合研究所
三菱電機株式会社
ミツミ電機株式会社
株式会社村田製作所
株式会社モバイルテクノ
ヤマハ発動機株式会社
一般社団法人 UTMS 協会
株式会社ヨコオ
ローデ・シュワルツ・ジャパン株式会社
YRP 研究開発推進協会

（6）
今井秀樹
青山友紀
川嶋弘尚
小花貞夫
重野 寛
河野隆二

東京大学名誉教授
東京大学名誉教授
慶應義塾大学名誉教授
電気通信大学理事
慶應義塾大学教授
横浜国立大学教授

顧 問

（2）

名誉顧問

羽鳥光俊 東京大学名誉教授
国立情報学研究所名誉教授
顧問

津川定之 国立研究開発法人 産業技術総合研究所
招聘研究員
（21）
内閣官房
警察庁
総務省
経済産業省
国土交通省
東京都
国立研究開発法人情報通信研究機構
一般社団法人情報通信技術委員会
一般社団法人電子情報技術産業協会
一般社団法人電波産業会
一般社団法人日本自動車工業会
一般財団法人日本自動車研究所
一般財団法人道路新産業開発機構
欧州ビジネス協会
公益社団法人自動車技術会
公益社団法人土木学会
首都高速道路株式会社
阪神高速道路株式会社
本州四国連絡高速道路株式会社
特定非営利活動法人ITS Japan
財團法人資訊工業策進會 (台湾)
（2020 年 5 月）
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