第3号

ITS
Technology
Enhancement
Association

2016.1

ニュース
ニュース
一般財団法人 ITSサービス高度化機構
● ETC2.0 再セットアップサポートキャンペーンの開始
● セットアップ事業者連絡会「札幌地区タウンミーティング」の開催
● セットアップ業務統括責任者講習会の開催
● 走行課金に関する国際シンポジウムの開催
● 海外調査等の報告 ・第 22 回 ITS 世界会議（ボルドー）出席報告
・第 25 回世界道路会議（ソウル 2015）調査報告
● ETC2.0 車載器購入支援について（NEXCO3 社及び高速道路保有機構の発表）
● ITS-TEA 業務データの概要（2015 年 11 月末現在）

ETC2.0 再セットアップ サポートキャンペーンの開始
ITS‑TEA は、国土交通省・高速道路会社が平成 28 年 4 月より予定している ETC2.0 による経路情
報を活用した新サービス開始に向け、その利用が可能となる ETC2.0 セットアップを平成 27 年 8 月 1 日
より開始しました（試行運用は平成 27 年 7 月 1 日より）
。平成 27 年 6 月 30 日以前にセットアップされた
ETC2.0 対応（DSRC）車載器は約 64 万台ありますが、そのままでは ETC2.0 の新サービスが利用できな
いため、新サービス対応のための再セットアップを促すことを目的に、再セットアップに係る費用を助成
するキャンペーンを 10 月 29 日より開始しました。

＜キャンペーン概要＞
（1）キャンペーン名称
「ETC2.0 再セットアップ サポートキャンペーン」
（ETC2.0サー
ビス モニター調査）
（2）件数・金額
全国 先着 10 万件

ETC2.0 セットアップ料金より最大 2,700

円（税込）を助成
（3）実施時期
平成 27 年年 10 月 29 日〜平成 28 年 3 月 31 日 （但し 10 万件に
達した時点で終了）

2016年1月

ITS-TEA

<2>

（4）助成要件
平成 27 年 6 月 30 日以前に購入・セットアップしたユーザーで申込期間中に ETC2.0 再セットアップ
を行い、且つアンケートに回答いただくこと
（5）助成方法
セットアップ店にてキャンペーン申込書にて受付、最大 2,700 円（税込）をセットアップ費用より助成

現在、全国の約 12,500 店の ETC2.0 セットアップ登録店が本キャンペーンにご参加いただいておりま
す。12 月末時点でキャンペーン受付件数は、約 7,000 件ですが、今後、国土交通省や高速道路会社より
ETC2.0 に関する新サービスの発表が順次行われ、ETC2.0 再セットアップへの関心が高まることが期待
されています。

セットアップ事業者連絡会「札幌地区タウンミーティング」の開催
セットアップ事業者連絡会は、10 月 16 日（金）
、北海道札幌市で「札幌地区タウンミーティング」を開
催いたしました。タウンミーティングは、全国各地区で、現地の道路事業者様とセットアップ事業者様、
登録店様にお集まりいただき、ETC 及び ETC2.0 の更なる普及やサービスの充実等に向けて、意見交換
を行う場として、今回が 11 回目の開催となります。
当日は、タウンミーティングに先立ち、東日本高速
道路（株）様のご厚意により、北海道横断自動車道 余
市 IC −小樽 JCT 間の建設工事現場（平成 30 年度開通
予定）を視察させていただきました。
視察では、朝里川橋の橋脚工事の現場敷地内に設置
された朝里インフォメーションセンターにて工事の進
捗状況と橋脚工事に使用されている技術についてご説
明をいただき、その後、インフォメーションセンター

朝里インフォメーションセンター視察

内の展示パネルや VTR 映像の見学を行いました。
続いて、札幌市内のホテルにおいて、42 名が参加し、
タウンミーティングが開催されました。
（株）オートバックスセブン菊地代表幹事、ITS‑
TEA 若宮常務理事の挨拶に続き、東日本高速道路
（株）様から、北海道をはじめ管内 ETC 利用状況、
ETC 利用促進の取組み、砂川 SA スマート IC 開設、
等について、事業者連絡会及び ITS‑TEA からは、セッ
トアップ業務の効率化や品質向上、ETC2.0 普及拡大

タウンミーティングの模様

等に向けた活動について、それぞれ報告が行われました。
意見交換の場では、標準装備でビルトインタイプの車載器が増えてきている中で、ETC 車載器と
ETC2.0 車載器の識別方法などについての質疑応答がありました。また、地元店舗様から、砂川 SA スマー
トICの通行方法につき確認があり、東日本高速道路
（株）
様より、詳細を解説の上、ご回答をいただきました。
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タウンミーティング終了後の懇談会では、和やかな雰囲気の中で参加者による情報交換が行われました。
セットアップ事業者連絡会は、今後も引き続きタウンミーティングを各地で開催し、道路会社様とセッ
トアップ事業者様、登録店舗様との連携を深めていきたいと考えております。

セットアップ業務統括責任者講習会の開催
ITS‑TEA では平成 27 年度のセットアップ業務統括責任者講習会を以下の日程で開催しています。
この講習会は、各セットアップ事業者が選任したセットアップ業務統括責任者が、登録店でのセットアッ
プが適切に実施されるように、その実施体制の把握、指導・監督に必要な知識や情報を習得していただ
くために開催し、各事業者には 2 年に 1 度受講していただいています。
昨年度においては、全 10 回の開催で 225 名の方が受講されました。
今年度は、今後の展開が期待される「ETC2.0」に関して、正しく知っていただくことも目的の一つと
してプログラムを構成しています。ETC2.0 サービスについては「ETC 総合情報ポータルサイト」に掲載
のビデオを、また、ETC2.0 セットアップに関する注意事項については「学習動画」を活用して、より分
かりやすい講習資料を作成、展開しています。
また、セットアップシステムの基本操作については、端末操作のデモンストレーションにより普段セッ
トアップ端末操作を行わない統括責任者の方にも昨年度に実装された新規改修機能の紹介も含め、最新
情報を提供しています。
なお、昨年度から「セットアップ管理情報サイト」
に実装している「e‑Test」を講習会受講後 1 週間以
内に受験していただき、受講内容の習得度を自己採
点していただくようにお願いしています。
学習ツール（学習動画、e‑Test）を体験し、各事
業者傘下の登録店セットアップ担当者への指導・教
育に活用・展開していただけるものと期待しています。

平成 27 年 11 月 20 日（大阪）開催風景

＜ご参考＞
平成 27 年度開催日及び開催場所（下線：平成 28 年 1 月 6 日現在開催済み）
① 9 月 4 日（金）東京（ITS‑TEA・5 階会議室）39 名
② 9 月 9 日（水）大阪（新大阪丸ビル別館 4F4‑1 号室）19 名
③ 9 月 25 日（金）名古屋（名古屋ダイヤビル 2 号館 271 会議室）14 名
④ 10 月 9 日（金）札幌（パナソニックシステムネットワークス会議室）12 名
⑤ 10 月 16 日（金）東京（ITS‑TEA・5 階会議室）36 名
⑥ 10 月 23 日（金）広島（RCC 文化センター）14 名
⑦ 11 月 6 日（金）高松（オフィスサポートセンター・17 階）11 名
⑧ 11 月 20 日（金）大阪（新大阪丸ビル別館 3F3‑5 号室）27 名
⑨ 12 月 4 日（金）福岡（リファレンス駅東ビル）25 名
⑩ 12 月 18 日（金）東京（ITS‑TEA・5 階会議室）35 名
⑪ 1 月 8 日（金）名古屋（名古屋ダイヤビル 2 号館 20 名）
⑫ 1 月 22 日（金）東京（ITS‑TEA・5 階会議室 33 名 ）
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走行課金に関する国際シンポジウムの開催
2015年10月28日
（水）に東京都千代田区の都市センターホテルにて
「走行課金に関する国際シンポジウム」
を共催いたしました。

１．開催概要
日

時

2015 年 10 月 28 日（水） 10：00 〜 12：30

会

場

都市センターホテル 3F コスモス

聴講者

約 200 名

講演者
モデレータ

根本敏則

一橋大学教授

パネリスト

トルシュテン・ベーガー
アンドレアス・フロム

ドイツ VIFG 社長
オーストリア ASFINAG

技術調整部長

アラン・エスティオ フランス AETC 社長（元コフィルート社特別プロジェクト担当部長）
ダレン・ティモシー 米国連邦道路庁革新プログラムデリバリー課シニア・アドバイザー
主

催

公益社団法人

日本道路協会

共

催

一般財団法人

ITS サービス高度化機構

後

援

国土交通省、一般財団法人

道路新産業開発機構

２．講演概要
欧州を中心として、検討・導入が進められつつあるITS技術を活用した対距離課金システムについて、
各国のパネリストより、意図されている制度の概要、道路政策・財源確保の観点からみた意義、実現
に向けての課題等について、活発な議論がなされました。
シンポジウムで使用した講演資料や講演内容の報告については、ITS サービス高度化機構の Web サ
イトにて掲載しておりますので、下記 URL をご参照ください。

ＵＲＬ：https://www.its-tea.or.jp/library/symposium.php
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第 22 回 ITS 世界会議（ボルドー）出席報告
2015 年 10 月にフランス共和国ボルドー市において開催
された「第 22 回 ITS 世界会議」に参加しました。概要につ
いて以下の通り報告致します。

１．開催概要
会

期：2015 年 10 月 5 日（月）〜 9 日（金）

会

場： Congre et Expositions de Bordeaux（CEB）

テーマ： TOWARDS INTELLIGENT MOBILITY
− Better use of space
「宇宙技術で広がる未来のＩＴＳ」
参加国数：102 か国
参加者数：12,249 人
出展団体数：433 企業・団体

ITS 世界会議は、欧州の ERTICO（European
Road Transport Telematics Implementation Coordination Organization）
、 米 国 の ITS
America、アジア・太平洋の ITS Japan という
世界 3 地域を代表する ITS 団体が連携し、各地
域の技術・政策・市場動向など幅広い観点から
情報交換し普及を目指そうという、この分野で
会場と ITS‑TEA 参加者

最大のイベントです。第 1 回が 1994 年にフラン

スのパリで行われ、以後、欧州、アジア・太平洋、米国と持ち回りで開催され、今回はワインの産地と
しても知られるフランス・ボルドーで開催となりました。今回で 22 回を迎えたこの会議は、フランス
国内では 2 回目の開催となりました。

２．会議概要セッション
特に今回の世界会議では、自動運転を軸とした今後の自動車産業の潮流について活発な議論がなされ
ました。その中で、自律型運転支援の普及、協調システムの実用化、自動運転技術の開発といった道筋
が示されました。
2.2

ITS‑TEA 発表
ITS‑TEA からは Technical Session において「日本におけるネットワーク型ＥＴＣ技術と民間活

用について〜

Cloud‑based ETC technologies and their use in the private sector in Japan

というタイトルで論文発表を行いました。

〜」
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発表では、ネットワーク型 ETC 技術の概要

及び民間による ETC を活用したサービスの方向性

について紹介しました。

ITS‑TEA による発表

会場の様子

2.3

展示
前回のデトロイト大会（222 団体）に比べ、出展社は大幅に増加（433 団体）しており、ヨーロッパ

企業をはじめとして、シシュミレーターを用いた自動運転・CV（Connected Vehicles）の体験など各
社趣向を凝らした展示を行っており盛況でした。また、トヨタ、ホンダ等の日本企業も注目を集め
ていました。
ITS‑TEA も、JAPAN PAVILION の国土交通省コーナー内で、ETC の環境的効果、社会的効果
及び、ETC の多目的利用について紹介するパネルを展示しました。

JAPAN PAVILION ブース

ITS‑TEA 展示（国土交通省コーナー内）

ITS-TEA
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第 25 回世界道路会議（ソウル 2015）調査報告

2015 年 11 月 2 日から 11 月 6 日の期間、韓国・ソウルで開
催された第 25 回世界道路会議
（ソウル 2015）
に参加しました。
日本パビリオン内に当機構のブースを設け、日本の ETC
は利用者と道路管理者の双方にメリットがあり、ETC 普及促
進策等の成果により高速道路における ETC 利用率が約 90％
となっていることを紹介するとともに、現在は国土交通省、
道路事業者、セットアップ事業者、車載器メーカ、カーメーカ、
カード会社などと、ETC2.0 の普及促進に取り組んでいるこ
とをパネルと映像で紹介しました。
日本パビリオンには 3,000 名を超える方が来場され、ITS‑
TEA のブースには約 800 名の方に来場いただき、160 名の方
から名刺をいただくなど、世界中の道路関係者の方々と活発
に交流しました。
会議プログラム

ETC2.0 車載器購入支援について（NEXCO ３社及び高速道路機構の発表）
NEXCO 東日本 / 中日本 / 西日本（NEXCO ３社）及び高速道路機構から、ETC2.0 車載器の購入支援
について、以下の発表がありました。

ETC2.0 車載器購入支援について
平成 27 年 12 月 21 日
東日本高速道路株式会社
中日本高速道路株式会社
西日本高速道路株式会社
独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構

ETC2.0 については、国土交通省において普及促進が進められているところですが、NEXCO 東
日本／中日本／西日本（NEXCO3 社）及び高速道路機構では、車載器購入支援を以下の通り検討中
であり、2 月頃に具体の内容について公表する予定です。

【支 援 額】1 台あたり 1 万円
【支援台数】数十万台規模（業務用車両を中心）
※公益社団法人全日本トラック協会とも協力しつつ実施予定
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ITS‑TEA 業務データの概要
項

2015 年
11 月末現在

目

ETC セットアップ件数（累計）

69,746,560
(911,372)
368
(30)

ETC セットアップ事業者数

28,851
(2,062)

ETC セットアップ登録店
車ＳＡＭ用鍵発行件数（累計）
ＥＴＣカード用鍵発行件数（累計）

56,686,045
151,763,085

※下段（ ）内数は二輪分（併用店は四輪、二輪両方
に計上）
※本数値にはモニター等 35,996 件含む

セットアップ
件数

ETCセットアップ完了件数と
ETCセットアップ登録店数推移グラフ

700,000

29,400
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600,000
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目
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3月
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ETC2.0セットアップ完了件数と
ETC2.0セットアップ登録店数推移グラフ

セットアップ
店数
17,000

ETC2.0 セットアップ件数
（月計）
ETC2.0 セットアップ店数
（累計）

909,392

16,500

50,000

ETC2.0 セットアップ事業者数

127

16,000
40,000

ETC2.0 セットアップ登録店

15,500

16,731
30,000

15,000

14,500
20,000
14,000
10,000
13,500

0

13,000
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一 般 財 団 法 人

ITSサービス高度化機構

URL:https://www.its-tea.or.jp/

、

、

は一般財団法人 ITS サービス高度化機構の登録商標です。

平成28年1月発行

