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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。

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。

ＩＣＴを活用したＩＴＳの概要

道路交通情報

○VICS （1996年～）

FM 多 重 放 送 、 電 波 ビ ー コ ン 、
光ビーコンで情報配信。
（約4800万台：2015年9月末）

狭域通信システム

○ETC （2001年～）

有料道路等での自動料金収受システム。
（約7100万台：2015年12月末※ETC2.0含む）

○ITSスポット （2011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。



2ＩＴＳにおいて利用している周波数

ETC
（自動料金収受システム）

路側放送

(Highway radio) 

700MHz帯安全運転支援システム

車車間通信等により衝突を回避

狭域通信システム (DSRC・ITSスポット)

(1) Text display type

(3) Map display type(2) Simplified Graphic display type

VICS
（道路交通情報通信システム）

76～90
MHz

755.5～764.5
MHz

2.5GHz 5770～5850
MHz

1620
kHz

76～77
GHz

78～81
GHz

60～61
GHz

22～29
GHz

(2) Simplified Graphic display type

kHz GHz

車載レーダーシステム

24/26GHz帯UWBレー
ダー,

79GHz帯高分解能レー
ダー

60/76GHz帯長距離レー
ダー
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ピピピッ

衝突被害軽減ブレーキ

電波レーダー

ＥＴＣ

カーナビ等を通じＶＩＣＳ情報
（渋滞、通行止め等）を表示

FM多重電波ビーコン光ビーコン

ＶＩＣＳ

ＩＴＳスポット

安全運転支援システム

白線検知

車線逸脱防止システム

ピピピッ

渋滞情報の提供や料金決済など
個々のサービス提供

カメラやレーダーによる車載センサを
活用した高度な運転支援（自律型）

車車間通信、高分解能レーダー等を
複合的に組み合わせることによる
非常に高度な運転支援や自動走行

（自律型＋協調型）

自動走行システム

次世代ＩＴＳへの発展イメージ

運転支援の高度化

既に全国普及が進展
渋滞対策等に効果

近年、各自動車メーカー
が競って導入を推進

2020年までに世界一安全な
道路交通社会を実現



4自動運転の実用化を加速する79GHz帯レーダーへの周波数分配

直線道路での
オートバイ検出

交差点右左折時の
歩行者検出

路側機からの
歩行者等の検出

制
動

制
動

警
報

警
報

警報

制
動

・ レーダー用周波数の拡大により、自動車レーダーを高性能化（※）し、自動車の安全性向上への貢献
や自動運転の実用化を加速するものと期待。

※ 現在20cm程度の大きさのものを把握できるレーダーを7.5cm程度まで把握できる高性能化が期待

特徴
・100m先の範囲まで、7.5cm程度のものを把握できるよう高性能
化し、歩行者等の把握が容易になることが期待

・広帯域を活かした高信頼性検知の向上

◆現在の76～81GHzにおける周波数国際分配（１次分配）

無線標定
（レーダー）

電波天文

ア
マ
チ
ュ
ア
衛
星
・ア
マ
チ
ュ
ア

76.0 GHz77.5 78.0

無線標定
（レーダー）

81.079.0

電波天文

追加割当された帯域

割当て周波数の拡大により、自動車の安全性向上への貢献や自動運転の実用化を加速

79GHz帯（77～81GHz）高分解能 レーダー

自動運転の実用化を加速する79GHz帯レーダーへの周波数分配

76GHz帯レーダー 79GHz帯レーダー拡大

77.076.0 81.0 GHz



5自動走行車の基本的な仕組み

自動走行車は各種レーダー、カメラを数多く装備

自動走行車は、地図情報と
周囲の情報を突き合わせて

走行方法を判断、操作

周囲の状況を適切に把握

カメラ情報

レーダー情報

カメラ・レーダー情報

様々な状況に対応出来るよう
研究開発が進められている

※各自動車メーカーＨＰより抜粋



6ダイナミックマップとは

紐付け

基盤

路面情報、車線情報3次元構造物など

交通規制情報、道路工事情報、広域気象情報

事故情報、渋滞情報、狭域気象情報など

ITS先読み情報（周辺車両、歩行者情報 信号情報など）

《動的情報(＜1sec) 》

《准動的情報（＜１min) 》

《准静的情報（＜１ｈour）》

《静的情報（＜１month）》

自動走行用ダイナミックマップ（ＳＩＰで開発：地図データの構造化等）

自動走行車

● 「ダイナミックマップ」とは、刻々と変化する動的情報も含んだ高度な地図データベースであり、
自動走行に不可欠な構成要素。

● ＧＰＳとの補完により、ＧＰＳの精度が十分ではない環境下でも、「ダイナミックマップ情報」と車両
に搭載されている「センサー情報」を突き合わせて、自車の正確な位置推定を行うことができる。

● 自車のセンサーが届かないところの状況（曲がり角の先の道路状況等）をダイナミックマップを
通じて把握することができる。

ダイナミックマップデータベースの整備、
ダイナミックマップそのものの更新・配信の方法が課題
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 内閣府の総合科学技術・イノベーション会議では、府省・分野の枠を超えた横断型のプログラムと
して、「戦略的イノベーション創造プログラム」（ＳＩＰ）を創設。

 ＩＴＳ関係（自動走行システム）を含め、１１課題を設定。内閣府はこれらの推進のため、昨年度から
予算に「科学技術イノベーション創造推進費」（５００億円）を計上。このうち「自動走行システム」に
は平成26年度は約25億円、同27年度は約23億円を配算。

「戦略的イノベーション創造プログラム」（SIP）

課題名

革新的燃焼技術

次世代パワーエレクトロニクス

革新的構造材料

エネルギーキャリア

次世代海洋資源調査技術

自動走行システム

インフラ維持管理・更新・マネジメント技術

レジリエントな防災・減災機能の強化

次世代農林水産業創造技術

革新的設計生産技術

重要インフラ等におけるサイバーセキュリティの確保

＜参考＞ＳＩＰ課題一覧（１１課題）

ＰＤ（プログラムディレクター）
（「自動走行システム」についてはトヨタ

自動車の渡邉浩之顧問が就任）

総合科学技術・イノベーション会議

ガバニングボード（有識者議員）

課題ごとに
以下の体制を整備

推進委員会
ＰＤ（議長）、総務省等関係省庁、
関係メーカー・団体、有識者、
内閣府（事務局） 等

関係府省、管理法人、
研究実施機関

＜参考＞実施体制

交通事故や渋滞を抜本的に
削減し、移動の利便性を飛躍
的に向上させる自動走行等
の新たな交通システムを実現

【自動走行・重要５課題】
①ダイナミックマップ
②HMI（Human Machine Interface）

③セキュリティ
④歩行者事故低減
⑤次世代都市交通

自動走行システムの実現により、
①交通事故死者低減、②渋滞緩和、③高齢者移動支援
に貢献することを目指す



8総務省関連のＳＩＰでの取組（平成２８年度計画案）

歩行者
自転車

建物等遮蔽物

見通し外検知

注意
喚起単路だけでなく

交差点(右折)でも判定可能

車（自動運転車を含む）

一般道路
交差点支援

課題１ 車車間通信・路車間通信技術の開発

衝突予測による注意喚起

注意
喚起

課題２ 歩車間通信技術の開発

インフラレーダーシステム技術の開発課題３

 自動走行を円滑に実現する為に要求される
通信性能や先読み情報活用モデルの検討等

 自動走行車による適切な周辺状況把握と事故
低減に向け、歩行者・自転車等の位置情報の
通信による共有方式や注意喚起方法の検討等

 荒天時でも自動走行車両の死角を補完する
動的情報を提供するレーダー技術の開発等

重要５課題（ＳＩＰ・自動走行）
①ダイナミックマップ
②HMI（Human Machine Interface）

③セキュリティ
④歩行者事故低減
⑤次世代都市交通

①ダイナミックマップ関連

④歩行者事故低減関連①ダイナミックマップ関連

①ダイナミックマップ関連
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 自動走行技術は、内閣府SIP「自動走行」プロジェクトにて、関係省庁が連携・分担して推進

 総務省はＳＩＰと連携しつつ、自動走行を支えるネットワーク技術の開発等を合わせて推進

【課題例】

① 自律型モビリティシステムのネットワーク制御における高信頼化、緊急時の自動停止、
再起動等の安全対策等の実現方策

② 自動走行に必要不可欠な高度地図データベース（ダイナミックマップ）の高効率な
リアルタイム更新や各車への高効率情報配信の実現方策

③ 車載及び路側の画像センサ等の情報を自律型モビリティシステムに最小の遅延で
伝送する先端IoTネットワークの実現方策

効率の良い通信方式により、
高度地図情報のリアルタイム更新・配信

自動走行技術等の社会実装を加速化し、ＩＴＳをより高度化
安全・安心で快適な社会の実現

ネットワーク制御型
工事車両

過疎地向け
電気自動車

自律電動車いす

各種の自律型モビリティ
システム（電気自動車、

電動車いす等）

自律走行型案内ロボット

多様な応用分野
（ロボット、ドローン等）

荷物運搬用
自動飛行ドローン

高度地図データベースと情報の伝送遅延を最小化した
先端IoTネットワーク等による自律型モビリティ社会の実現

自律型モビリティシステムの開発・実証（平成２８年度予算案）



10第５世代移動通信システム（５Ｇ）と高度道路交通システム（ＩＴＳ）

５Gの
主な要求条件

超低遅延
⇒1ミリ秒程度

超高速
⇒最大10Gbps

多数同時接続
⇒100万台/km²接続数

自動走行車

紐付け

基盤
路面情報、車線情報3次元構造物など

交通規制情報、道路工事情報、広域気象情報

事故情報、渋滞情報、狭域気象情報など

ITS先読み情報（周辺車両、歩行者情報 信号情報など）
《動的情報(＜1sec) 》

《准動的情報（＜１min) 》

《准静的情報（＜１ｈour）》

《静的情報（＜１month）》

自動走行用ダイナミックマップ

低遅延通信

大容量通信

ネットワーク負荷 大

必要な通信の特性

日本の車は8000万台弱
自動走行車への置き換え
が進むと・・・

最新の高精度地図情報、規制情報等を統合したダイナミックマップは自動走行支援の基盤的技術

５Ｇ×ＩＴＳで
安全で快適な自動運転社会を実現
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