
ＩＴＳ年表
1993年～2019年

1993年
(平成5年)

以前

・VERTIS設立発起人会開催（93年11月） [1973年]
・CACS（自動車総合管制システム～1979）
[1990年]
・IVHS America設立
[1991年]
・ERTICO設立
[1993年]
・ISO/TC204の国内標準化体制として、国内対策委員会を設置
・IVHS America、ERTICOから日本に世界会議への参加依頼
・道路・交通・車両情報化関係５省庁連絡会議設立
・VICS公開デモ実験

1994年
(平成6年)

・VERTIS設立総会開催（1月）
・世界会議横浜・日本組織委員会設置

・第１回ITS世界会議（パリ） ・リハンメル
　冬季オリンピック

1995年
(平成７年）

・第2回ITS世界会議横浜1995開催
・事務所を移転(虎ノ門から九段南に)

・第２回ITS世界会議（横浜） ・（財）道路交通情報通信システムセンター（VICSセンター）設立
・高度情報通信社会推進に向けた基本方針発表
・道路・交通・車両分野における情報化実施指針発表（ITS関係５
省庁)

・阪神・淡路大震災

1996年
（平成8年）

・アジア太平洋地域セミナー
(現ITS APフォーラム)の開催開始

・第３回ITS世界会議（オーランド）
・第1回ITS ＡＰセミナー（東京）

・VICSサービス開始
・高度道路交通システム(ITS)推進に関する全体構想（ITS関連５
省庁）

・AHS自動運転デモ実施（長野・小諸）
　AHS研究組合設立

・アトランタ
　オリンピック

1997年
（平成9年）

・ITSモデル地区実験構想（～1999）
・地域ITSフォーラム日本各地での開催開始
・ITS標準化活動受託
・欧、米、アジア・パシフィックの３極MOU締結
・組織運営を担当理事による常設委員会制に移行

・第4回ITS世界会議
　（ベルリン）
・第2回ITS ＡＰセミナー
　（ケアンズ）

・ETC試験運用開始（小田原） ・COP３京都会議
・消費税５％へ

1998年
（平成10年）

・ITSｼｽﾃﾑｱｰｷﾃｸﾁｬ策定検討
・事務所を移転（九段南から西新橋に）

・第5回ITS世界会議
　（ソウル）

・長野冬季
　オリンピック

1999年
（平成11年）

・ITS APのMOU締結 ・第6回ITS世界会議
　（トロント）
・第3回ITS ＡＰセミナー
　（クアランプール）

・（財）道路システム高度化機構（ORSE）設立
・ITSに係るシステムアーキテクチャ策定

2000年
（平成12年）

・第20回ITS世界会議の名古屋開催決定
・VERTIS地域ITS推進委員会議設置

・第7回ITS世界会議
　（トリノ）
・第4回ITS ＡＰセミナー
 （北京）

・シドニー
　オリンピック

2001年
（平成13年）

・ＶＥＲＴＩＳからITS Japanに名称変更 ・第8回ITS世界会議
　（シドニー）

・ETC本格運用開始
・高度情報通信ネットワーク社会形成基本法（IT基本法）制定と
　推進戦略本部（IT戦略本部）設置
・e-Japan戦略発表

・中央省庁再編
・米国同時多発テロ
（9月11日）

2002年
（平成14年）

・ITS基本戦略委員会設置
・第1回ITSシンポジウムを開催
・ITS APのMOU改定

・第9回ITS世界会議
　（シカゴ）
・第5回ITS ＡＰフォーラム
　（ソウル、フォーラムに改称）

・インターネットITS協議会設立 ・ソルトレイク冬季
　オリンピック

2003年
（平成15年）

・ITS Japanのあり方検討特別委員会設置
・NPO法人化に向けた設立準備委員会を設置（現ITS Japan組
織を検討）
・IJIR（国際的学術論文誌）発刊

・第10回ITS世界会議
　（マドリッド）
・第6回ITS ＡＰフォーラム
　（台北）

・VICSｻｰﾋﾞｽ全国展開完了
・e-Japan戦略Ⅱ発表

・地上デジタル放送開始
　（東京・大阪・名古屋）

2004年
（平成16年）

・第11回ITS世界会議愛知・名古屋2004開催
・ITS Japanビジョン委員会；「ITS推進の指針」取りまとめ

・ITS　Japan創立10周年記念シンポジウム開催
・中国VICS構築支援研究会設置（～2011）
・次世代デジタル道路地図研究会設置

・第11回ITS世界会議
　（愛知・名古屋）

・VICS車載機累計出荷台数1,000万台突破 ・新潟県中越地震
・アテネオリンピック

年 ITS Japanの活動 ITS国際会議 国内外ITSの活動 出来事
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2005年
（平成17年）

・NPO法人ITS Japanに移行(6月)

・事務所を移転(西新橋から芝公園に)
・J-Safetey委員会設置：IT新改革戦略提案検討
・環境ITSプロジェクト推進（～2008）

・第12回ITS世界会議
　（サンフランシスコ）
・第7回ITS ＡＰフォーラム
　（ニューデリー）

・愛・地球博
・第39回東京モーターショウ
(幕張)

2006年
（平成18年）

・DSRC等応用サービス普及促進委員会設置（～2010）
・ITS ＡＰ覚書（MOU）改定
・第1回日本ITS推進フォーラム開催

・第13回ITS世界会議
　（ロンドン）
・第8回ITS ＡＰフォーラム
　（香港）

・IT戦略本部が「IT新改革戦略」を発表
・官民連携の「ITS推進協議会」設置

・トリノ冬季
　オリンピック

2007年
（平成19年）

・新交通物流特別委員会設置：社会還元加速プロジェクトへの
対応（～2012）
・次世代デジタル道路情報委員会設置
・「ITS年次レポート」をITS Japanから発行開始

・第14回ITS世界会議
　（北京）

・第４０回東京モーターショ
ウ(幕張)

2008年
（平成20年）

・「ITS長期ビジョン2030」策定 ・第15回ITS世界会議
　（ニューヨーク）
・第9回ITS ＡＰフォーラム
　（シンガポール）

・総合科技会議「社会還元加速プロジェクト」開始（～2012）
・エネルギーITS推進事業開始（～2012）

・リーマンショック
・北京オリンピック

2009年
（平成21年）

・ITS-Safety2010大規模実証実験・公開デモ実施（ITS推進協
議会主催、お台場、2月）
・「ITS長期ビジョン2030」の改定
・「ITS総合戦略2015」の策定
・ITS APのあり方検討会設置：ITS APのMOU改定検討
・2013年の第20回ITS世界会議の東京開催決定

・第16回ITS世界会議
　（ストックホルム）
・第10回ITS ＡＰフォーラム
　（バンコク）

・ITS-Safety2010大規模実証実験（ITS推進協議会） ・民主党政権へ
・第４１回東京モーター
ショー(幕張)

2010年
（平成22年）

・ITS世界会議東京2013日本組織委員会設置
・「ITS総合戦略2015」に沿い、４つのテーマを検討（次世代協調
システム、次世代モビリティネットワーク、災害/平常ハイブリッド
システム、国際展開戦略化）
・ITS APのMOUの大幅改定　（理念、活動内容、財務等）

・第17回ITS世界会議（釜山）
　　豊田章一郎名誉会長Hall of Fame受賞

・バンクーバ冬季
　オリンピック

2011年
（平成23年）

・「自動車通行実績・通行止情報」を提供（東日本大震災）

・新中期計画（2011～2015）策定
・インフラ協調システム委員会設置（J-Safety委員会の発展）
・災害時/平常時ハイブリッド情報システム委員会設置
・道路情報基盤活用検討会設置
・東京モーターショー「SMART MOBILITY CITY2011」に出展

・第18回ITS世界会議
　（オーランド）
・第11回ITS ＡＰフォーラム
　（高雄）

・ITSスポットサービス運用開始
・DSSS運用開始

・東日本大震災
　(３月１１日)
・第４２回東京モーター
ショー(東京ビックサイト)

2012年
（平成24年）

・ITS世界会議東京2013開催に向けた準備
・新交通物流特別委員会(社会還元加速プロジェクト)のまとめ

・第19回ITS世界会議
　（ウィーン）
・第12回ITS ＡＰフォーラム
　（クアランプール）

・「社会還元加速プロジェクト」「エネルギーITS」まとめ
・「ITS世界会議東京2013を成功させる議員の会」設立

・自民・公明政権へ
・ロンドンオリンピック
・新東名高速道路開通(御
殿場JCT～浜松いなさJCT
間)

地図：Google
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2013年
（平成25年）

・第20回ITS世界会議2013東京開催：「自動運転」、「ビックデー
タ」を今後の継続テーマに
・ITS　GREEN　SAFTYショーケースの実施
・「ITSによる未来創造の提言」発表
・ITS APによる「ITSガイドライン」発信

・CEATEC　JAPAN・東京モーターショー・ITS世界会議連携

・第20回ITS世界会議（東京） ・世界最先端IT国家創造宣言：
官民ITS構想・ロードマップ「自動走行システムと交通データ利

活用」
・科学技術イノベーション総合戦略：

戦略的イノベーション創造プログラム「自動走行(自動運転)シス
テム」

・第４３回東京モーター
ショー(東京ビックサイト)

2014年
（平成26年）

・災害時通行実績情報システムの構築
・ITSによるスマートコミュニティ実現委員会設置
・年次レポート分冊化

・第21回ITS世界会議（デトロイト）
早稲田大学　石太郎氏Hall of Fame受賞

・第13回ITS ＡＰフォーラム
（オークランド）

・世界最先端 IT 国家創造宣言改定
・SIP（戦略的イノベーション創造プログラム）自動走行システム：

研究開発計画発行、Workshopの開催

・ソチ冬季
オリンピック

・消費税８％へ

2015年
（平成27年）

・第13回ITSシンポジウム2015開催
・第10回日本ITS推進フォーラム開催
・ITS地域交流会・ITSチャレンジの開催
ITS地域交流会in中国地方(第8回)、in北海道(第9回)
第12回地域推進団体連絡会
ITSチャレンジワークショップ＃１、＃２

・第22回世界会議(ボルドー)
・第14回ITS APフォーラム(南京)

・「i-Japan戦略2015」の策定
・「新たな情報通信技術戦略」の工程策定
・「官民ITS構想・ロードマップ2015」の策定
・・SIP（戦略的イノベーション創造プログラム）自動走行システム：

研究開発計画発行、Workshopの開催

・第４４回東京モーター
ショー(東京ビックサイト)

2016年
（平成28年）

・第14回ITSシンポジウム2016開催
・第11回日本ITS推進フォーラム開催
・ITS地域交流会・ITSチャレンジの開催
ITS地域交流会in山陰地方2016(第10回)
第13回地域推進団体連絡会

・第23回世界会議(メルボルン) ・「官民ITS構想・ロードマップ2016」の策定
・「科学技術イノベーション総合戦略2016」の策定
・SIP（戦略的イノベーション創造プログラム）自動走行システム：

研究開発計画発行、Workshopの開催

・リオオリンピック

2017年
（平成29年）

・第15回ITSシンポジウム2017開催
・第12回日本ITS推進フォーラム開催

・第24回世界会議(モントリオール) ・「官民ITS構想・ロードマップ2017」の策定
・「科学技術イノベーション総合戦略2017」の策定
・SIP（戦略的イノベーション創造プログラム）自動走行システム：

研究開発計画発行、Workshopの開催

・第４５回東京モーター
ショー(東京ビックサイト)

2018年
（平成30年）

・第16回ITSシンポジウム2018開催
・第13回日本ITS推進フォーラム開催

・第25回世界会議(コペンハーゲン) ・「官民ITS構想・ロードマップ2018」の策定
・「科学技術イノベーション総合戦略2018」の策定
・SIP（戦略的イノベーション創造プログラム）自動走行システム：

Workshopの開催

・平昌冬季オリンピック

2019年
（平成31年/
　令和元年）

・第17回ITSシンポジウム2019開催
・第14回日本ITS推進フォーラム 中止
　(新型コロナウィルス感染拡大防止対応)

・第26回世界会議(シンガポール) ・「官民ITS構想・ロードマップ2019」の策定
・「科学技術イノベーション総合戦略2018」の策定
・SIP（戦略的イノベーション創造プログラム）自動走行システム：

Workshopの開催
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