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    シンガポール2008」概況　　
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資料料⑤-2 「第9回ITSシンポジウム2010」プログラム

資料①【国際参考データ】 ITS世界会議の経過

資料② 「第18回ITS世界会議オーランド2011」概況
資料③ 「アジア太平洋地域ITSフォーラム」の開催概要
資料④「第11回アジア太平洋ITSフォーラム高雄2011」概況
資料⑤「第12回アジア太平洋ITSフォーラム

　　クアラルンプール2012」概況(速報）
資料⑥-1 「第6回日本ITS推進フォーラム」開催概要
資料⑥-2 「第6回日本ITS推進フォーラム」プログラム
資料⑦-1 「第10回ITSシンポジウム2011」開催概要
資料⑦-2 「第10回ITSシンポジウム2011」プログラム
資料⑧第42回東京モーターショー2011

　　「SMART MOBILITY CITY 2011」開催概要　　

資料①【国際参考データ】 ITS世界会議の経過 段組み、文字数を変更
資料② 「第19回ITS世界会議ウィーン2012」概況
資料③ 「アジア太平洋地域ITSフォーラム」の開催概要
資料④「第12回アジア太平洋ITSフォーラム

　　クアラルンプール2012」概況
資料⑤-1 「第7回日本ITS推進フォーラム」開催概要
資料⑤-2 「第7回日本ITS推進フォーラム」プログラム
資料⑥-1 「第11回ITSシンポジウム2011」開催概要
資料⑥-2 「第11回ITSシンポジウム2011」プログラム
資料⑦年次レポートの変遷　

登録刊行物第7章　特集

2007年の第7章は特集ではなき、「ITS年次レ
ポート発行の考え方と編集方針について」を掲
載した。

その年次の特徴的なITSの視点を特集としてと
りあげ解説し掲載した

2009年版

2010年版

表紙

2007年版

2008年版

2012年版

2013年版

2011年版

段組み、字体等

段組み：横2段

字体：明朝系

段組み：横3段

字体：ゴシック系
（文字協調）

字体数：1,920
（16×3×40）

字体数：2,448
（17×3×48）

段組み：横3段

字体：明朝系

字体数：：2,496
（26×2×48）

資料編

新設

特集は、2012年版より、「序章 ITSの潮流」の次
に移行した
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資料 ①-1　アジア太平洋ITSフォーラム ISSN日本センターに登録 段組み、文字数を変更
オークランド2014開催速報

資料 ①-2　アジア太平洋地域のITS組織と
ITSフォーラムの開催概要

資料 ②　【国際参考データ】ITS世界会議の経過
資料 ③-1　「第8回 日本ITS推進フォーラム」開催概要
資料 ③-2　「ITSセミナーin 東京」開催概要
資料 ③-3　第5回ITS地域交流会 in 熊本2013 プログラム

1. 第14回アジア太平洋地域ITSフォーラム
南京2015 概要報告（速報）

2. 第9 回日本ITS推進フォーラム開催概要報告
3. 第12回ITSシンポジウム2014プログラム
4. 第22 回ITS世界会議ボルドー2015 準備状況

1. 第10回日本ITS推進フォーラム開催概要
2. ITSによるスマートコニュニティ委員会の活動報告
3. ITS GREEN SAFETY委員会の活動報告
4. 自動運転研究会の活動報告

1. 第12日本ITS推進フォーラム開催概要
1． 国際活動方針 2. 第15回ITSシンポジウム2017プログラム
2．第24回ITS世界会議モントリオール2017開催概要報告 3. 第25回ITS世界会議コペンハーゲン2018準備状況
3．第15回アジア太平洋地域ITSフォーラム2017香港概要報告4. プロジェクト型委員会の活動報告
4．第16回アジア太平洋地域ITSフォーラム2017福岡概要報告(速報)5. 自動運転研究会の活動報告
5．国際交流活動

1. 第13日本ITS推進フォーラム開催概要
1． 国際活動方針 2. プロジェクト型委員会の活動報告
2．第25回ITS世界会議コペンハーゲン2018開催概要報告 3. 自動運転研究会の活動報告
3．国際交流活動
4．第26回ITS世界会議シンガポール2019準備状況

1. 国際活動の概要 1．第14回日本ITS推進フォーラム開催概要
1． 第17回ITSシンポジウム2019 2. 第26回ITS世界会議シンガポール2019概要報告 2．プロジェクト型委員会の活動報告
2．ITSジャーナルの国際展開 3. 国際交流活動 3．自動運転研究会の活動報告
3．学界の研究内容の取組み紹介 4．第27回ITS世界会議ロサンゼルス2020準備状況 4．中国の最新技術動向
4．第17回ITSシンポジウム2019プログラム

1. 第15回日本ITS推進フォーラム開催概要
1． 国際活動の概略 2. プロジェクト型委員会の活動報告
2．国際交流やイベント開催他の活動報告 3. 自動運転研究会の活動報告
3．第27回ITS世界会議ハンブルク2021準備状況 4．官民連携関連
　　　　　　　　　　　　　　　　　(2021年2月執筆時点)

2015年度からのコンセプトに従い、2019年度に
活動した、ITSシンポジウム、ITS Journalの取
組みについて詳しく掲載、ITS　Japan賛助会員
である3研究室の紹介を記載した。

2016年度からのコンセプトに従い、ITS世界会
議、国際交流の報告に合わせ、国際協力機構
(JAICA)が主催するITS研修プログラムへの支
援や留学生との交流会などの交流活動ぶつい
て報告した。

2015年度からのコンセプトに従い、資料を電子
版に移し、これまでの資料篇を「第8章　ITS
Japanの取組み」として、情報発信や市民への
普及・理解活動、ITS Japanの委員会・研究会
の活動報告も紹介している。

2020年版 第６章 第7章 第8章

学界のITSの取組み ITS Japanの海外活動の広がり ITS Japanの取組み

2015年度からのコンセプトに従い、資料を電子
版に移し、これまでの資料篇を「第7章　ITS
Japanの取組み」として、情報発信や市民への
普及・理解活動、ITS Japanの委員会・研究会
の活動報告、官民連携関連も紹介している。

登録刊行物

ITS Japanの取組み

2016年度からのコンセプトに従い、ITS世界会
議、国際交流の報告に合わせ、日本のITSの海
外展開支援にの幅を広げアフリカや西アジアの
情報報告をしている。

2015年度からのコンセプトに従い、資料を電子
版に移し、これまでの資料篇を「第7 章　ITS
Japanの取組み」として、情報発信や市民への
普及・理解活動、ITS Japanの委員会・研究会
の活動報告も紹介している。

2019年版 第６章 第7章

ITS Japanの海外活動の広がり ITS Japanの取組み

2016年度からのコンセプトに従い、ITS世界会
議、アジア太平洋地域ファーラム、国際交流の
報告に合わせ、日本のITSの海外展開支援に
の幅を広げアフリカや西アジアの情報報告をし
ている。。

2015年度からのコンセプトに従い、資料を電子
版に移し、これまでの資料篇を「第7 章　ITS
Japanの取組み」として、情報発信や市民への
普及・理解活動、ITS Japanの委員会・研究会
の活動報告も紹介している。

新型コロナウイルスによる各会議の中止や渡航
規制による活動制限の中で実施したコニュニ
ティープラザのオンライン開催や海外向け情報
発信準備、国際会議ウェビナー聴講等オンライ
ンを活用した新規活動内容を報告する。

2021年版

2016年版 第6章

ITS Japanの取組み

2015年度からのコンセプトに従い、資料を電子
版に移し、これまでの資料篇を「第6 章　ITS
Japanの取組み」として、情報発信や市民への
普及・理解活動を紹介してきたが、今回は、新
たにITS Japanの委員会・研究会の活動報告も

第7章

ITS Japanの取組み

第６章

ITS Japanの海外活動の広がり

2018年版 第６章 第7章

ITS Japanの海外活動の広がり

段組み：横2段

字体：明朝系

段組み、字体等

字体数：：2,496
（26×2×48）

2014年度からのコンセプトに従い、資料を電子
版に移し、これまでの資料篇を「第6 章　ITS
Japanの取組み」として、情報発信や市民への
普及・理解活動を紹介する新たな章を作ること
とした

ITS Japanの取組み

第6章

2014年版

2015年版

表紙 資料編第7章　特集
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