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はじめに 
平成２７年５月の理事会で承認された「ＩＴＳ－ＴＥＡ中期ビジョン」において、当機

構の基幹事業であるＥＴＣ及びＥＴＣ２．０のセキュリティプラットフォームの運営・提

供事業を第１の事業の柱とし、安全運転支援システムや自動走行システム等の新たなＩＴＳ

サービスの企画・開発及び実用化を積極的に支援していくことを第２の事業の柱とした。 
第１の柱であるＥＴＣ及びＥＴＣ２．０のセキュリティプラットフォーム事業において

は、ＥＴＣ２．０による経路把握サービスを可能とするＥＴＣ２．０セットアップを７月

より開始し、同時にセットアップ情報発行料を利用者へ還元する「ＥＴＣ２．０普及促進

キャンペーン」を開始した。また、ＥＴＣ２．０再セットアップを促進するため再セット

アップ料金を助成する「ＥＴＣ２．０再セットアップサポートキャンペーン」を１０月末

から開始した。さらに、国土交通省から首都圏の新たな高速道路料金が発表されたことな

どを受けてＥＴＣ２．０サービスを紹介するパンフレット等の広報物の制作・配布やＥＴＣ

総合情報ポータルサイトでの展開などにより、ＥＴＣ２．０車載器の普及拡大に貢献した。 
また、社会インフラシステムのセキュリティに携わる財団として、事業運営全体の一層

の情報セキュリティ強化を図っており、セキュリティ診断の実施やメールシステムにおけ

る標的型攻撃対策などを実施した。さらにシステム面では、ＥＴＣ２．０セットアップシス

テムの開発のほか、大規模災害等への対応力向上を目指し見直した事業継続計画（ＢＣＰ）

に即したバックアップシステムやデータバックアップの充実、ＰＫＩ認証システムの強化

などにより社会インフラシステムとして安全性や可用性を高めた。 
業務実績としては、ＥＴＣ及びＥＴＣ２．０の路側機・車載器・ＥＴＣカード用の暗号

鍵の発行や車載器用のセットアップ情報の発行を着実に実施し、ＥＴＣ用の暗号鍵発行は

約１,７９２万件、車載器セットアップ情報発行は約５７８万件、ＥＴＣ２．０用の識別情

報発行は約５１万件、車載器セットアップ情報発行は約５１万件となった。 
 第２の柱である新たなＩＴＳサービスの企画・開発や実用化の支援については、ＥＴＣ

やＥＴＣ２．０の技術を活用した多目的サービスの開発や実用化を推進するため、ＥＴＣ

カードによる駐車場料金の決済システムの実証実験の推進や制度課題等の検討・調整、国

土技術政策総合研究所のＥＴＣ２．０車両運行管理支援サービス社会実験への参加・協力、

ＥＴＣやＥＴＣ２．０車載器を使った工事現場等での車両の入退場管理の実証実験などを

実施した。 
また、昨年秋頃から搭載車両が市販され始めた安全運転支援システムのセキュリティプ

ラットフォーム運営の支援について調査・検討を継続している。さらに、東京オリンピッ

ク・パラリンピックに向けた新たなＩＴＳサービスの開発においてもセキュリティプラッ

トフォームの提供などの支援ができるように関係機関との意見交換や情報収集を実施した。 



以上の事業を円滑に運営するため、ＥＴＣやＥＴＣ２．０等のＩＴＳサービスの関連事

業者の連携の場であるＥＴＣ運用連絡会議やＤＳＲＣ運用連絡会議、セットアップ事業者

連絡会等の運営を支援して、ＩＴＳ関係事業者の情報共有や運営課題の解決、標準化等を

推進した。またＩＴＳ世界会議や世界道路会議等の各種ＩＴＳ関連イベントへの参加、国

内外のＩＴＳサービス事例や市場の調査、さらには(公社)日本道路協会と共催で「走行課金

に関する国際シンポジウム」を開催するなど、ＩＴＳサービスの高度化や発展に幅広く貢

献した。 
 事業収支面では、ＥＴＣ事業については暗号鍵情報の発行件数減少等により前年度から

２億円程度の減収、ＤＳＲＣ事業についてはセットアップ件数が約６割増となったものの

セットアップ情報発行料金の還元を実施したため若干の減収となり、経常収入合計は約 

４２億円（２億円の減収）となった。経常費用は再セットアップ料金の助成などＥＴＣ  

２．０関連の普及促進費用等が増えたものの経費削減努力等により約３２億円（約３．５

億円減額）になり、当期一般正味財産増加額は約９．８億円となった。 
 
 
１ ＥＴＣシステムに関する情報安全確保規格の提供に関する業務 
 
(１）ＥＴＣ関連機器製造の事業者等への開示 

ＥＴＣセキュリティ標準規格書等の情報安全確保規格は、ＥＴＣ関連機器である路

側機、車載器、ＥＴＣカードを開発・製造し、又は供給するために必要な情報の安全

確保のための規格であり、当機構は、同規格の制定者である国土交通省及び有料道路

事業者を代行してこれらＥＴＣ関連機器を開発・製造又は供給する事業者に同規格の

開示提供を行っている。平成２７年度は、開示申請のあった１５事業者に対し情報安

全確保規格の開示を行った。また、その内の３事業者に対し管理状況等を立入調査し、

セキュリティの確保に努めた。 
 

（２）道路公社への開示 
情報安全確保規格のうち、路側機等の導入・運用のために必要なＥＴＣデータナン

バリング規格書については、９道路公社に対して開示提供を行った。 
 
 
 
 
 
 
 



２ ＥＴＣ及びＥＴＣ２．０に関する識別処理情報等の付与に関する業務 
 
（１）鍵情報及び車載器のセットアップ情報の発行 
  ①鍵情報の発行 

ＥＴＣの鍵情報に関しては、車載器ＳＡＭ（Secure Application Module）製造者

及びＥＴＣカード発行者からの申請に基づいて、平成２７年度は、鍵情報合計   

約１，７９２万件（対前年度比約９５％）を発行・格納した。 

また、有料道路事業者等に対し、路側機用の鍵を９３１件（対前年度比約６８％）

発行・格納した。 

ＥＴＣ鍵 格   納   数 

車ＳＡＭ用鍵情報 ３，６１７，１１２件（ ５６，１７０，９８０件） 

ＥＴＣカード用

鍵情報 

ｸﾚｼﾞｯﾄｶｰﾄﾞ １３，９１０，７４６件（１４０，３３８，６３６件） 

コーポレートカード等 ３８９，２９８件（  ８，０６７，８００件） 

合     計 １７，９１７，１５６件（２０４，５７７，４１６件） 
( )内は、平成１１年度からの累計 

ＥＴＣ２．０の識別情報に関しては、ＥＴＣ２．０車載器製造者からの申請に基

づいて、識別情報約５１万件（対前年度比約１４４％、件数は車載器の出荷台数）

を発行した。カーナビゲーションのＥＴＣ２．０車載器との接続件数は約５３万件

（対前年度比約１６８％)だった。 
ＤＳＲＣ路側機器用識別情報は８９件の貸与を行なった。 

ＥＴＣ２．０識別情報等 件   数 

ＥＴＣ２．０車載器（出荷台数） ５０５，４５６件（１，２０１，２６６件）※ 

カーナビゲーション（接続件数） ５２５，４８９件（１，１８１，０４０件）※ 
( )内は、平成２２年度からの累計。 

②車載器のセットアップ情報の発行 
平成２７年度は、車載器のセットアップ情報を、ＥＴＣは約５７８万件（再セット

アップを含む。対前年度比９９．６％）、ＥＴＣ２．０は約５１万件（再セットアッ

プを含む。対前年度比約１６３％）発行した。 
 
 
 
 
 
 
 



＜ＥＴＣセットアップ実績＞                      

 セットアップ件数 

四    輪 ５，６５７，４２５件 （７０，８０３，３９３件） 

 ETC2.0   ５１４，２０７件 （ １，１２０，５１８件） 

二    輪     １１９，９１０件  （   ９４２，７１１件） 

合    計 ５，７７７，３３５件 （７１，７４６，１０４件） 

 ETC2.0 ５１４，２０７件 （ １，１２０，５１８件） 
 ( )内は累計。 ETC2.0 は平成 27 年 6 月 30 日以前の DSRC セットアップ含む 

 
（２）情報発行システムの整備・運用 

  情報発行システムについて、災害等による運用系システム異常時での鍵発行業務及

びセットアップ業務運用をより強固なものとする見直し等を行った。 
  ①鍵発行システム 
    平成２７年度もセキュリティ高度化のための暗号移行に対応した機能を含め、安

定した稼働を維持し、鍵発行を行った。 
    また、システムの改修などにおける試験環境について、必要最小限の構成とした

鍵発行システムの試験機器の整備等を行った。 
  ②セットアップシステム 
    セキュリティ高度化のための暗号移行に対応した機能を含め、確実なセットアッ

プ情報の発行を行ない、また、セットアップ費用助成の各種キャンペーンにも着実に

システム対応した。 
 災害時等における運用継続対策として、セットアップデータの遠隔地データバック

アップ機能にバックアップ周期を短時間とする強化策を実施し、さらに、セットアッ

プ店からの接続ルートの強化策として、ＰＫＩ認証システムのバックアップシステム

を構築した。 
ＥＴＣ／ＤＳＲＣ車載器のＥＴＣ２．０セットアップについて、７月１日から試行

運用、８月１日からは本格運用を開始した。さらに、平成２８年度から道路会社が実

施するＥＴＣ２．０車載器の搭載車を対象とする料金施策へ対応するためのシステム

改修を、道路会社からの受託により実施する等、ＥＴＣ２．０への対応のために関連

機器を整備した。 
 
（３）試験環境の運営と車載器の型式登録 

①試験環境の運営 
    車載器メーカが実施する相互接続性試験について適正な管理運営に努めた。また、

ＥＴＣカード、車載器、路側機の開発・製造メーカ等の申請に基づき、試験用    



セットアップカード、試験用ＥＴＣカード等を計６，１８２枚貸与した。このうち、

ＥＴＣ２．０車載器にかかる試験用セットアップカードの貸与は３４枚であった。  

②車載器の型式登録 
    車載器と路側機の相互接続性が確認された車載器に対して型式登録を行い、型式

登録番号を付与しており、平成２７年度は、３５型式（７社）について型式登録を

行なった。うちＥＴＣ２．０車載器は２４型式（６社）であった。また、型式登録

は累計で５４１型式（１５社）となり、うち、ＥＴＣ２．０車載器は累計８３型式

（７社）となった。 

③ＥＴＣ２．０実走行試験実施の届出 
ＥＴＣ２．０サービスを確実に運用するため、ＥＴＣ２．０型式登録後、国土交通

省の実施要項にしたがって車載器／カーナビメーカが実走行試験を実施したことを、

ＩＴＳ－ＴＥＡへ届出する暫定運用の仕組みを構築し運用した。 
 

（４）セットアップ体制の整備・運営 

    ＥＴＣセットアップ事業者は３７０事業者、セットアップ登録店は２９，４６７

店となり、セットアップ登録店数は前年度から７１４店増加した。また、オフライ

ン店は２５４店減少しオンライン店が９６８店増加して、オンライン店化を促進で

きた。ＥＴＣ２．０セットアップ事業者は１３７事業者、セットアップ登録店は、

１８，０２７店（前年度から３，２５０店舗増加）と大きく店舗数を伸ばした。 

＜セットアップ事業者・セットアップ店整備状況＞  

区分 事業者数 ｾｯﾄｱｯﾌﾟ店数 内ｵﾝﾗｲﾝ店 内ｵﾌﾗｲﾝ店数 

四輪 

H26 年度 ３４９ ２６，７０２ ２３，８０４ ２，８９８ 

 ETC2.0 １２６ １４，７７７ １４，１０８ ６６９ 

H27 年度 ３４０ ２７，３５３ ２４，６９８ ２，６５５ 

 ETC2.0 １３７ １８，０２７ １７，３３５ ６９２ 

二輪 
H26 年度  ３０ ２，０５１ １，２４３ ８０８ 
H27 年度 ３０ ２，１１４ １，３１７ ７９７ 

合計 

H26 年度 ３７９ ２８，７５３ ２５，０４７ ３，７０６ 
 ETC2.0 １２６ １４，７７７ １４，１０８ ６６９ 
H27 年度 ３７０ ２９，４６７ ２６，０１５ ３，４５２ 

 ETC2.0 １３７ １８，０２７ １７，３３５ ６９２ 
    ※併用事業者、併用店は、四輪・二輪の両方に計上  

※ＥＴＣ２．０セットアップ店でオフライン店は全て配送セットアップ実行店。 
 
 



（５）ＥＴＣ及びＥＴＣ２．０の適切なセットアップ実施に向けての環境整備 
ＥＴＣ２．０の本格普及に向け、ＥＴＣ２．０セットアップのための諸整備を実施

した。また、セットアップ事業者・セットアップ登録店において、セキュリティの確

保、入力情報の正確性向上、個人情報保護等の観点を踏まえた適正・円滑なセットア

ップ業務が行われるよう、以下の取組みを進めた。 
① ＥＴＣ２．０セットアップの運用開始にあたり各種規程類の改正やセットアップ申

込書の書式変更等、ＥＴＣ２．０セットアップ業務のための必要な諸整備を行った。 
② セットアップ登録店におけるセットアップ入力情報の正確性向上や作業効率化の

ため、セットアップシステムの改修を引き続き実施した。また、オンラインセットア

ップ登録店に貸与しているＩＣカードリーダ・ライタの汚れに起因するセットアップ

不良を防ぐため、貸与年数の長いＩＣカードリーダ・ライタの更新を昨年度に続き実

施した。 
③ セットアップ事業者・セットアップ登録店からの各種登録・変更申請について、従

来の書類からｗｅｂ申請への対象を広げ、効率化・利便性向上を図った。 
④ セットアップ業務における基本事項を徹底するため、セットアップ事業者を対象と

したセットアップ統括責任者講習会を１２回開催した。（受講事業者数２４２、受講

者数２８６名）また、セットアップ事業者・セットアップ登録店がセットアップ業務

の理解度を確認するためのツールであるe-Testやセットアップ業務学習動画及び

「ＥＴＣスタッフ必携活用ハンドＢＯＯＫ」について、ＥＴＣ２．０セットアップ業

務などを追加した更新版を制作し、セットアップ業務の習熟支援を強化した。 
⑤ セットアップ登録店の実態把握やセットアップ業務指導のため実施している店舗

訪問調査について、平成２７度は４３店実施した。今年度は特にＥＴＣ２．０セット

アップ登録店を重点的に行い、適切なＥＴＣ２．０セットアップ業務の実施に繋げた。 
 
 
３ ＤＳＲＣシステムのセキュリティに関する環境の提供と運用に関する業務   
 
（１）ＤＳＲＣセキュリティ協議体、ＤＳＲＣセキュリティ検討委員会の立ち上げ 

① ＥＴＣを基本とし、他団体のセキュリティ情報共有体制の事例等を調査し、ＥＴＣ

２．０（ＤＳＲＣ部）セキュリティ協議体、ＥＴＣ２．０（ＤＳＲＣ部）セキュリテ

ィ検討委員会の体制の検討を行った。 
  ② ＥＴＣを基本にして、ＥＴＣ２．０（ＤＳＲＣ部）セキュリティに関する規約・規

程・ガイドライン等の検討を行った。 
 
 
 



４ ＥＴＣシステム及びＤＳＲＣシステムに関する標準化 
 
（１）ＥＴＣ及びＤＳＲＣ導入・運用の支援 

   ＥＴＣ及びＤＳＲＣ導入・運用の円滑化に向けて、以下の支援を行った。 

① 地方道路公社等の有料道路事業者に対し、ＥＴＣ導入・運用等に関わる支援を行っ

た。 

② ＥＴＣセキュリティ向上のため、ＥＴＣセキュリティ協議体の活動を通じて、有料

道路事業者間の情報共有を支援した。 

③ ＥＴＣ及びＤＳＲＣ関連機器の開発を検討している事業者等への支援を行った。 

 

（２）ＥＴＣ及びＤＳＲＣ技術の標準化の推進 

      ＥＴＣ運用連絡会議及びＤＳＲＣ運用連絡会議等の活動を通じて、有料道路事業

者、車載器メーカ、ＥＴＣカード発行者等ＥＴＣ及びＤＳＲＣ関係者間の情報の交

換と共有化を進める等、ＥＴＣ及びＤＳＲＣ技術の標準化に努めた。 
 

（３）国際標準化活動の支援 

ＥＴＣ及びＤＳＲＣに関連する国際標準化活動を進めているＩＳＯ／ＴＣ２０４

／ＷＧ１８国際委員会、国内委員会、及びＩＴＳ標準化委員会等に参加し、その活

動を支援した。 
 
 
５ ＥＴＣ及びＥＴＣ２．０の普及促進 
 
（１）普及促進方策の推進 

     国土交通省、有料道路事業者、車載器メーカ、自動車メーカ、ＥＴＣカード発行

者、セットアップ事業者等の関係者と連携して、ＥＴＣの普及促進方策を推進した。 
また、新たにＥＴＣ２．０についても国土交通省や有料道路事業者、スマートウェ

イ連絡会メンバー会社等と協力して普及拡大施策を企画・提案するなど、積極的に普

及拡大を推進した。 
 
（２）ＥＴＣ及びＥＴＣ２．０の普及促進キャンペーン 

ＥＴＣの安定的な普及のため「ＥＴＣ普及促進キャンペーン」として、車載器ＳＡＭ

鍵及びＥＴＣカード鍵について、鍵使用料１００円の１０％の還元を実施した。 

セットアップ情報発行料については、参加協力のセットアップ店において、ＥＴＣ

では当機構による還元額を３５０円とし、セットアップ事業者・セットアップ店によ

る還元額１５０円を加えて、お客様への５００円の還元を継続した。またＥＴＣ    



２．０では、７月より新たに当機構による還元額を４５０円とし、セットアップ事業

者・セットアップ店による還元額２００円を加えて、お客様への６５０円の還元を実

施した。 

（ＥＴＣ：オンラインセットアップ５００円→０円、オフラインセットアップ         

１，０００円→５００円、ＥＴＣ２．０：オンラインセットアップ６５０円→０円) 

なお、平成２７年度の当機構からの還元額は以下のとおりである。 

（注）セットアップ情報発行料のお客様への総還元額は、セットアップ事業者・セットア

ップ店による還元額を加えて、ＥＴＣで２，６０２百万円、ＥＴＣ２．０で２２４    
百万円である。 

（注）金額は全て税別。 

 

（３）ＥＴＣ２．０再セットアップサポートキャンペーンの実施 

    経路割引等のＥＴＣ２．０サービスへ適応できるように、平成２７年６月３０日

以前にＤＳＲＣセットアップを実施した車載器を対象として、約１３，５００店の

セットアップ店の協力を得て、ＥＴＣ２．０再セットアップサポートキャンペーン

を実施した。 

今年度は１０月２９日から３月３１日までの期間で、１０万件の助成枠を確保し、

店頭にてＥＴＣ２．０セットアップ料金より最大２，５００円（税別）を割引くキャ

ンペーンを実施した。最終的な助成実施件数は、約１６，４００件となった。 

 

（４）広報活動の展開 

平成２６年度に引き続き、ＥＴＣ利用者及びＥＴＣ２．０利用者へ向けて、利用に

ついての正しい理解と安全啓発のための広報活動を展開した。 

①ＩＴＳ－ＴＥＡホームページ 
ＥＴＣ及びＥＴＣ２．０に関する施策の紹介及び普及促進キャンペーンの概要をは

じめ掲載内容を充実し、当機構業務に対する理解の促進に努めた。 
なお、平成２７年度のホームページアクセス件数は約１３９万件であった。 
また、平成２６年度に引き続きホームページのセキュリティ診断を実施し、安全性

の確保を行った。 
②ＥＴＣ総合情報ポータルサイト 
 当機構では平成１６年４月より、ＥＴＣ関連組織から発信されるＥＴＣに関する 

 還元額 

車載器 SAM 鍵使用料 ３６百万円（約３６２万件×１０円） 

ETC ｶｰﾄﾞ鍵使用料 １４３百万円（約１，４３０万件×１０円） 

ｾｯﾄｱｯﾌﾟ情報発行料 ＥＴＣ： １，８２１百万円（約５２０万件×３５０円） 

ＥＴＣ２．０：１５５百万円（約３４万件×４５０円） 



各種情報をＥＴＣ利用者向けに一元的にわかりやすくまとめて「ＥＴＣ総合情報ポー

タルサイト」（以下「ＥＴＣポータルサイト」という。）を通じて、タイムリーな情報

提供や広報活動を効率的に展開している。 

平成２７年度は、４月にＥＴＣポータルサイトとＤＳＲＣ車載器ポータルサイトを

統合するとともに、ＥＴＣ２．０サービス関連のコンテンツを増強し充実を図った。 

１０月には、利用者の視点で新たに制作したＥＴＣ２．０サービスに関する映像を

ＥＴＣポータルサイトに掲載し、ＥＴＣ２．０サービスについての理解促進・認知度

向上を図った。 

なお、平成２７年度のＥＴＣポータルサイト訪問者数は約２６６万人であった。 

③各種広報物等 
(ｱ) ＥＴＣ便覧 

      ＥＴＣの仕組みや普及状況、海外事例等を取りまとめた「ＥＴＣ便覧（平成  

２７年版）」を編集・発刊した。本年度は、ＥＴＣ２．０に関する記述を大幅に

増強した。 
(ｲ) ＥＴＣ割引ガイドブック 

高速道路の料金制度変更等に合わせて、料金制度やＥＴＣ割引等をわかりや

すく解説した「ＥＴＣ割引ガイドブック」を改訂した他、新たに二輪車ユーザー

向けに「二輪車ＥＴＣ割引ガイドブック」を制作した。 
(ｳ) ＥＴＣお役立ち！ハンドブック 

ＥＴＣをより活用していただくこと、ＥＴＣ２．０を理解していただくことを

目的として、利用者向けの「ＥＴＣお役立ち！ハンドブック」を改訂した。 
(ｴ) ＥＴＣロゴ等 

    ＥＴＣ、ＥＴＣ２．０に関する各種広報物やホームページ等への「ＥＴＣロゴ」、

「ＤＳＲＣロゴ」及び「ＥＴＣ２．０ロゴ」等の適正な活用を推進した。 
(ｵ) ＥＴＣ２．０広報物の展開 

      ７月に、国土交通省、自動車メーカ、セットアップ事業者等の関係者と連携

して、ポスター、販売スタッフ用Ｑ＆Ａ集など、７種のＥＴＣ２．０広報物を

制作し、これらを全国の約１５,０００箇所のＥＴＣ２．０セットアップ店であ

るカーディーラやカー用品量販店に配付し、ＥＴＣ２．０の認知度向上を図っ

た。 
 

（５）ＥＴＣ等利用者への支援 

① ＥＴＣ、ＥＴＣ２．０及びＤＳＲＣ利用者からＥＴＣ、ＥＴＣ２．０及びＤＳＲＣ

に関する一般的な問合せを電話、ＦＡＸ及びメールで受け付ける「ＥＴＣお問合せ窓

口」の運営を引き続き実施した。 



     また、日々「ＥＴＣお問合せ窓口」に寄せられる要望の反映をタイムリーに行え

るように、問い合せ内容をきめ細かくまとめて関係機関との検討を実施し、窓口対

応をより充実させて利用者へのサービス向上を図った。 
② ＥＴＣ、ＥＴＣ２．０に関するご意見、ご質問について関係者間の調整を支援した。 

 

 
６ ＥＴＣシステム及びＤＳＲＣシステムの技術の高度化に関する調査研究 

及び開発 
 

ＥＴＣ及びＤＳＲＣ技術の高度化に向けて、以下の調査研究及び開発を推進した。 
 
（１）ＥＴＣセキュリティの確保等に関する調査研究及び開発 
      本年度から開始したＥＴＣの暗号移行に関し、各事業者の走行確認等の支援を行

った。関係機材の量産開始等、暗号移行が開始段階に入ったことを受け、移行の着

実な実施に向けた各種課題の整理検討を行った。また、中長期的な視野に立った

ＥＴＣセキュリティの確保と向上のため、暗号アルゴリズムとセキュリティプロト

コルの両面から、ＥＴＣセキュリティシステムに関わる最新の脅威等を調査し、そ

の対策手法の研究及び安全性の評価、検討に着手した。 
 

（２）ＤＳＲＣセキュリティの確保等に関する調査研究及び開発 

ＤＳＲＣセキュリティを確保した上でＤＳＲＣ路側機を安価で容易に導入できる

ようにするため、ネットワーク型公共用路側機の仕様設計を行い、機能及び性能の検

証を行った 
 
（３）相互接続性に関する調査研究 

車載器と路側機の相互接続性試験環境を適正に維持するために、関係事業者と協力

して課題を調査し、解決策の検討を行った。 
 
（４）ＥＴＣ及びＤＳＲＣの高度化に資する調査研究 

ＥＴＣ及びＤＳＲＣの高度化に向けた基礎調査として、車載器需要及び購入の実態、

車載器の利用実態、サービスの展開に係る現状や最新動向を把握した。また、ＡＥＴ

（Ａｌｌ Ｅｌｅｃｔｒｏｎｉｃ Ｔｏｌｌｉｎｇ：路車間通信やナンバープレート認

識の活用等により全てを電子決済とする自動料金収受システム）やダイナミックプラ

イシング等、海外の先進的サービス事例に関する情報収集、調査を行った。 

 
 



７ ＥＴＣシステム及びＤＳＲＣシステムの技術に関する情報収集・公表及び

関係機関・団体との交流 
 

（１）ＥＴＣ及びＤＳＲＣ関連技術に関する情報収集・公表 

国内外の関連技術動向及びこれらの技術が利用可能なＩＴＳ関連分野の調査を実

施するとともに、外部研究会等を通じて関係者間の交流を図る等関連技術の情報収集

に努めた。また、その成果を関係者等に積極的に発信し、ＥＴＣ及びＤＳＲＣに関す

る知識・情報の共有化を図った。 

特に、今年度は、欧米における走行課金制度、関連技術に関わる調査の一環として、

日本道路会議特別共催イベント「走行課金に関する国際シンポジウム」を共同開催し

た。シンポジウムでは２００名を超える参加者を集め、講演資料、報告資料のｗｅｂ

ダウンロード数は１,０００件を超えている。 

 
（２）関係機関・団体との交流 

ＥＴＣ及びＤＳＲＣ関係者の会議等に事務局等として参画し、ＥＴＣ及びＤＳＲＣ

の品質向上、運用の円滑化、普及並びにセキュリティ確保やＥＴＣ技術及びＤＳＲＣ

技術の活用を推進した。 
① ＥＴＣ運用連絡会議の事務局としてその活動を支援した。  

(総会：１回、主査会：２回実施） 

② セットアップ事業者連絡会の事務局としてその活動を支援した。 
   （総会：1 回、幹事会：１２回実施） 
③ ＥＴＣセキュリティ協議体の事務局としてその活動を支援した。 
   （協議会：１回、幹事会：１回実施） 
④ ＤＳＲＣ運用連絡会議の事務局としてその活動を支援した。また、より幅広い分野

から会員を募り活動範囲を広げた。 

（総会：１回、 幹事会：２回実施、 正会員：２７社→３９社） 

⑤ ＩＴＳ関係会議等に参加し、その活動を支援した。 
 
 
８ ＥＴＣシステム及びＤＳＲＣシステムの技術の活用に関する業務 

 

（１）ＥＴＣ及びＤＳＲＣ技術の活用に関する調査研究 
ＥＴＣ及びＤＳＲＣ技術の活用拡大に向けて、技術面、制度面等の課題を整理し、

課題解決のための調査研究を行った。特に、安全運転支援システムについては、各種

国際会議での展示、議論や報道資料等の調査、分析を行った。 

 



（２）ＥＴＣ及びＥＴＣ２．０車載器の民間等での利用に関する普及促進 

①利用車番号照会・提供サービスの推進 
既存ＥＴＣ車載器の一部機能を活用した駐車場等の料金決済等を支援するため、

利用車番号照会・提供サービスを実施した。 
民間のＥＴＣ多目的利用の普及状況は以下のとおりである。 

事業者 多目的利用の状況 ITS-TEAの支援内容 
契約事業者

数 

サービス事業者 

有料道路通行料金決済 
駐車場の料金決済   
フェリー乗船手続き 
施設への車両入退出管理 
客待ちタクシーの行列管理 

等 

利用車番号照会・提供 
サービス 

１２社 

路側機製造者 路側機の製造・販売 
利用車番号変換ソフト

の貸与 
８社 

②既存ＥＴＣ車載器の活用技術の研究 
従来の利用車番号サービスに加え、駐車場等、高速道路以外の施設でも事前登録が

不要な料金決済を行うために、ネットワークを用いてＥＴＣ及びＥＴＣ２．０車載器

を民間でも活用する技術の研究を進め、駐車場決済の実証実験や、実用化に向けた制

度やルールの策定等の支援を行った。 
    
（３）ＥＴＣ及びＤＳＲＣの幅広い利用への支援 
  ① ２０２０年東京オリンピック・パラリンピックに向けた関連企業・関係団体・国

の動向を調査した。 
② ＥＴＣ２．０のプローブ情報を活用したシステムの提案・構想検討及び開発の支援

を行った。特に、物流拠点等周辺の特定プローブデータの収集に関するセキュリティ

確保の機能に関する検証及び特定プローブデータの商用物流事業分野での利活用の

可能性に関する検証等を行うため、国土技術政策総合研究所の「ＥＴＣ２．０車両運

行管理支援サービスに関する社会実験」に参画し実験の支援を行った。 
③ 建設現場や港湾物流に関わる車輌管理用途へのＥＴＣ及びＥＴＣ２．０技術の適用

に関するニーズと、サービス実現に当たっての技術課題の整理を行うとともに、長野

県南佐久郡の中部横断自動車道工事現場にて実証実験を実施した。 
 
 
 



９ 上記に関する委託された業務の執行 
 

有料道路事業者からＥＴＣセキュリティに関する調査研究等３件の業務を受託した。 

 
 
１０ ＩＴＳ－ＴＥＡの事業運営体制の確保 
 
（１）情報セキュリティ対策 

当機構が保有するシステムには、鍵発行及びセットアップシステム、ＯＡシステム、

各部門で目的に応じて運営しているホームページ等があり、昨今のサイバー攻撃等さ

まざまな脅威から、当機構の情報資産を常に正常に機能させ維持していくことが必要

である。 

そのため、情報セキュリティポリシーに定められた横断的組織体制（セキュリティ

インシデント対応チーム）を構築し活動を行っている。今年度は、全システムのネッ

トワーク構成図を更新し脆弱性の再点検や、職員に対する最新情報の提供、注意喚起

等を行った。 

また、セキュリティインシデントに備えるため対応マニュアルを作成した。 
ＯＡシステムやホームページに関しては、今年度も外部専門機関によるセキュリティ

診断を実施し、増強する新たな脅威に備えた機能の追加や管理体制の強化を行った。 
 

（２）情報セキュリティマネジメントシステムの運用 

鍵発行及びセットアップ業務のセキュリティ管理システムを確立・運用するととも

に継続的な監視に基づく維持・改善を図ることを目的に平成１５年度に情報セキュリ

ティマネジメントシステム（ＩＳＭＳ）の認証登録を行い、情報セキュリティの安全

確保に努めてきた。 

今年度は、平成２７年１２月に第４回目の再認証審査を受け、当機構のＩＳＭＳが

認証基準（国際規格 ISO/IEC27001：2013 及び日本工業規格 JISQ27001:2014）の要求

事項に適合していることが審査機関から認証された。 

 

（３）事業継続計画（ＢＣＰ）の改訂 

これまでの事業継続計画は、鍵及びセットアップのシステムを主体とした内容とし

て平成１５年に策定され、その後逐次改正してきた。しかしながら、大規模災害等に

備えるため全てのシステムを外部のデータセンターへ移設したことや、セキュリティ

インシデントへの対応を考慮する必要があることなどから全面改訂を行った。 

 

 



（４）マイナンバー制度への対応措置 

    平成２８年１月から適用開始となるマイナンバー制度への対応に当たって、当機

構が取り扱う特定個人情報等の適正な取扱いを確保するため、所管法令、ガイドラ

イン等に基き「特定個人情報の適正な取扱いに関する規程」を策定した。 

また、制度の運用面においてマイナンバーを含む個人情報の漏えい・紛失を防ぐた

めの厳格なセキュリティを確保するため、入退室の制限や監視カメラを設置した専用

執務室のほか、特定個人情報を取扱う機器に対する外部からの不正アクセス防止など

のセキュリティ対策を行った。 

 

 

１１ 会議の開催 

①理事会 
(ア)平成２７年度 第１回理事会(平成２７年５月２７日開催) 

理事１１名のうち、１０名が出席した。「平成２６年度事業報告書案」、「平成

２６年度決算書案」、「公益目的支出計画実施報告書案」、「平成２７年度事業計画

書(変更)案」、「平成２７年度収支予算書(変更)案」、「中期ビジョン案」及び

「平成２７年度定時評議員会の招集案」について審議し、全員異議なく決議した。 
(イ)平成２７年度 第２回理事会(平成２７年６月１２日開催) 

理事１２名のうち、１１名が出席した。「代表理事及び業務執行理事選定案」

について審議の結果、全員異議なく決議し、新たに田﨑理事が代表理事となる理

事長に、音瀨理事が業務執行理事となる常務理事に選定された。その後、「常務

理事の業務の分担案」についても全員異議なく決議した。 
(ウ)平成２７年度 臨時理事会(平成２７年９月１０日書面決議) 

      定款第３７条の規定により提案された「ＥＴＣ２．０車載器普及促進施策案」

について、書面決議した。 
(エ)平成２７年度 第３回理事会(平成２８年３月２３日開催) 

理事１２名のうち、１２名が出席した。「平成２８度事業計画書案」、「平成    
２８度収支予算書案」について審議し、全員異議なく決議した。 

②評議員会 
(ア)平成２７年度 定時評議員会(平成２７年６月１１日開催) 

評議員１４名のうち、１４名が出席した。「平成２６年度決算書案」、「評議員

２名の選任案」及び「理事３名及び監事１名の選任案」について審議し、全員異

議なく決議した。 
(イ)平成２７年度 臨時評議員会(平成２７年１０月１６日書面報告) 

定款第２１条の規定により通知された「ＥＴＣ２．０車載器普及促進施策」に

ついて、書面報告した。 


