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● 理事会及び評議員会の開催

● 二輪車ETC2.0 セットアップの運用開始

● ETC運用連絡会総会の開催

● 第 2回DSRC運用連絡会議総会の開催

● 第 16回セットアップ事業者連絡会総会の開催

● ETC2.0 関係広報物の発行について

● PIARCキックオフ会議報告（仏国・パリ）

● ISO/TC204総会報告（米国・コンコード）

● ITS-TEA業務データの概要（2016 年 6月末現在）

理事会及び評議員会の開催理事会及び評議員会の開催

１．平成 27 年度第 3 回理事会

3 月23日に第 3回理事会が開催され、平成27年度事業実施状況の報告とともに、平成28年度の事

業計画書案及び収支予算書案の承認について審議が行われ、原案どおり承認されました。

平成27年度は、5月の理事会で承認された中期ビジョンに基づき、ETC及びETC2.0のセキュリティ

プラットフォーム事業の着実な推進とともに、普及促進キャンペーン、ETC2.0 再セットアップサポー

トキャンペーンを実施するなどETC2.0の普及促進に貢献していることをはじめ事業実施状況全般に

ついて報告しました。

また、平成28年度は、引き続きETC2.0普及促進活動等を推進することに加えて、ETC2.0（DSRC）

関連料金を見直すとともに、国土交通省や道路会社と連携してETC2.0の一層の普及拡大に向けた

広報展開に貢献すること、またETC多目的利用サービスの実用化に向けた取り組みを継続すること、

さらに、大規模災害等を想定した事業継続計画（BCP）に基づき非常時の対策を着実に推進すること

などを事業計画とし、これに対応する予算措置が講じられることになりました。



２．平成 28 年度第 1 回理事会

5 月20日に第 1回理事会が開催され、平成27年度事業報告書案の承認、平成27年度決算書案の承

認、公益目的支出計画実施報告書案の承認、平成28年度定時評議員会の招集について審議が行われ、

それぞれ原案どおり決議されました。

３．平成 28 年度定時評議員会

6 月 6 日に定時評議員会が開催され、平成27年度決算書案の承認、評議員 3名の選任、理事12名

及び監事 1名の選任について審議が行われ、それぞれ原案どおり決議されました。

なお、理事及び監事の選任は任期満了に伴うもので、新任の理事として安達竹美氏が選任され、そ

の他の理事11名及び中澤監事は再任されました。

４．平成 28 年度第 2 回理事会

6 月 7 日に第 2回理事会が開催され、代表理事及び業務執行理事の選定について審議が行われ、代

表理事に田﨑理事長、岩佐専務理事、業務執行理事に音瀨常務理事、秋山常務理事、若宮常務理事が

選定されるとともに、常務理事の業務分担について審議が行われ、原案どおり決議されました。また、

6月 6日に開催された定時評議員会の審議結果について報告されました。

役　員　名　簿
(平成28年6月7日現在)

役　　　職 氏　　　名 常勤・非常勤
理 事 長（代 表 理 事） 田　﨑　忠　行 常　　　勤
専務理事（代 表 理 事） 岩　佐　次　夫 常　　　勤
常務理事（業務執行理事） 音　瀨　　　均 常　　　勤
常務理事（業務執行理事） 秋　山　由　和 常　　　勤
常務理事（業務執行理事） 若　宮　正　洋 常　　　勤

○ 理   　　事 安　達　竹　美 非　常　勤
〃 泉　　　俊　二 非　常　勤
〃 織　田　心　也 非　常　勤
〃 設　楽　　　哲 非　常　勤
〃 永　塚　誠　一 非　常　勤
〃 東　出　康　宏 非　常　勤
〃 若　林　宏　之 非　常　勤

（12名）

監  　　 事 中　澤　見　山 常　勤
〃 高　橋　奈香子 非常勤

○は新任理事 （2名）
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二輪車ETC2.0 セットアップの運用開始二輪車ETC2.0 セットアップの運用開始

ETC2.0セットアップは、平成27年7月1日より四輪

車を対象に運用を開始しておりましたが、平成28年7月

1日より、二輪車ETC2.0セットアップの運用を開始し

ました。ETC2.0は、平成28年4月から首都圏の圏央道

の料金水準が約2割引となるサービスが開始されており、

今後も走行履歴・経路情報などのビッグデータを活用し

た新しいサービスの充実と、これらのサービスに対応し

たETC2.0車載器の普及が期待されています。

評 議 員 名 簿
(平成28年6月6日現在)

役　　　職 氏　　　名
評　議　員 縣　　　　　清
〃 荒　本　和　彦
〃 宇佐見　正　士
〃 内　田　幸　伯
〃 片　桐　勇一郎

○ 〃 佐　藤　邦　光
〃 島　貫　和　久

○ 〃 首　藤　浩　行
○ 〃 寺　谷　公　良

〃 泊　　　三　夫
〃 長　澤　小太郎
〃 中　村　　　亮
〃 福　間　哲　也
〃 本　多　　　均
〃 山　下　秀　二

○は新任評議員 （15名）
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ETC運用連絡会議総会の開催ETC運用連絡会議総会の開催

ETC運用連絡会議※の総会が5月16日（月）に開催され、国土交通省、高速道路会社を含め100人以

上が参加しました。

総会は、国土交通省道路局高速道路課有料道路調整室長が座長を務め、高速道路会社から最近の

ETC利用状況、そして各分科会から平成27年度活動報告と平成28年度活動計画が報告されました。

【各分科会の平成 27年度の主な活動】

技術検討分科会 ・「ETCカード認証エラー低減啓蒙資料」を作成し、関係者に配布。
・ETC車載器利用実態調査を実施。

相互接続性分科会 ・「ETC車載器自主走行確認における留意事項」を改訂し、展開。
・道路会社からETC路側機情報を収集し、車載器メーカへの提供を実施。

普及分科会 ・ETC2.0に関するポスター、チラシ等の広報物を制作し、全国のETC2.0セットアッ
プ店（約15000店）に展開。

・ETC2.0の概要を分かりやすく紹介した映像を制作し、ETC総合情報ポータルサイト、
YouTubeに掲載。

車載器・カード
移行検討分科会

・車載器・カード移行の運用に関する課題に対して、スケジュール及び実施事項を検討。

【各分科会の平成 28年度の主な活動計画】

技術検討分科会 ・ETC車載器におけるエラー低減及び未然防止策の検討。
・車載器/ICカードに関する各種技術課題の検討。

相互接続性分科会 ・相互接続性試験装置における課題を収集整理し、その対策案を検討。
・道路会社からETC路側機情報を収集し車載器メーカへ提供。

普及分科会 ・国や道路事業者の発信するETC2.0に関する各種施策の広報展開。
・「ETC2.0お役立ち！ハンドブック」「ETC割引ガイドブック」等、一般利用者向けの
広報展開。

車載器・カード
移行検討分科会

・車載器・カード移行の運用に関する課題に対して対策を検討。

※ETC運用連絡会議

ETCの運用に対する安全性の確保、利便性の向上及び普及促進を目的として、国土交通省、有料道

路事業者、車載器メーカ、自動車メーカ、クレジットカード会社、カードベンダ、車載器SAMメーカ及

び関連法人から構成される
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第 2回 DSRC運用連絡会議総会の開催第 2回 DSRC運用連絡会議総会の開催

第2回DSRC運用連絡会議（※）総会が5月12日（木）に開催され、国土交通省、自動車メーカーを含め

38名が参加しました。

総会は、国土交通省道路局道路交通管理課ITS推進室長から「道路行政を巡る動向とETC2.0の展開」

についてのご講演の後、代表幹事が議長を務め、議案である「各分科会の平成27年度活動報告と平成

28年度活動計画」の説明がなされ、満場一致で可決されました。

また、平成28年度の総会までに新たに1社を新規会員として迎え、会員は40社となりました。

平成27年度活動内容

技
術
分
科
会

活動項目

①　ETC2.0相互接続性確認試験及び実走行試験本運用の検討 
②　ETC2.0相互接続性確認試験要領書作成
③　各種DSRCアプリケーションの調査・検討と情報の共有
・北九州市太刀浦コンテナターミナル（CT）ETCゲート認証システムの視察
・DSRCを中心とした国内外のITSに関する調査・研究の紹介

普
及
分
科
会

活動項目

①　ETC2.0普及促進策等の周知活動（販促ツール、各種キャンペーンの周知・活用）
②　ETC2.0普及促進の為の広報活動の展開（共同プロモーション、国交省施策等への協力）
③　国交省への要望・提言（既存サービス改善及び新サービス提案の検討）
④　ETC2.0普及状況等の情報提供（情報共有）

平成28年度活動計画

技
術
分
科
会

活動項目

①　ETC2.0対応にあたって、主にナビ連携仕様の課題と対応策の検討（仕様化）
・前年度取りまとめた課題と対応策（及び新たな課題）等について、幅広い議論と具体
的仕様化

②　ETC2.0相互接続性確認試験・実走行試験の検討
・ETC2.0相互接続 性確認試験の本運用に向けた継続検討
・ETC2.0本運用に向けた実走行試験の仕様検討

③　各種DSRCアプリケーションの調査・検討と情報の共有
・DSRCアプリケーションフィールド等に関する視察会の開催（前年同様に実施）
・DSRCを中心とした国内外のITSに関する調査・研究の紹介（前年同様に実施）

普
及
分
科
会

活動項目

①　ETC2.0普及促進策等の周知活動
・国交省の各種普及促進策の会員企業への周知・活用
・アップリンクONの促進の為の活動

②　ETC2.0普及促進の為の広報活動の展開
・ETC2.0新サービス（圏央道割引、一時退出等）の共同プロモーション検討
・国交省への各種施策への協力

③　国交省への要望アップデート
・既提言要望の確認と現状課題の改善要望を実施

④　ETC2.0普及促進状況等に関する会員企業への情報提供（情報共有）

※DSRC運用連絡会議は、DSRC関連事業者とITS-TEAが協力してDSRCサービスの改善や利便性の

向上、共通課題の解決等のために、技術的検討及び普及促進活動の推進などを実施することにより、

DSRCサービスの高度化や普及に寄与することを目的として平成26年11月に設立されました。
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第 16回セットアップ事業者連絡会総会の開催第 16回セットアップ事業者連絡会総会の開催

第16回セットアップ事業者連絡会総会が5月17日、東京都千代田区のホテルグランドアーク半蔵門に

て開催されました。総会には、45セットアップ事業者（73名）が参加された他、来賓として、国土交通省、

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、首都高速道路株式会社、

阪神高速道路株式会社、本州四国連絡高速道路株式会社にご出席を頂きました。

総会のはじめに代表幹事よりご挨拶

があり、来賓を代表し、国土交通省道

路局高速道路課有料道路調整室長より

 ご挨拶を頂きました。

続く幹事会活動報告では、業務改善

分科会及びCS分科会より、以下の通

り平成27年度の活動実績と平成28年

度の活動課題につき、報告が行われま

した。

【平成 27年度の主な活動実績】

業務改善分科会 ①セットアップ管理情報サイトの活用促進と機能強化（Ｅメールアドレスの登録推進、
紙媒体申請書類の電子申請化の検討、e-Test・学習動画の活用促進）
②セットアップシステムの機能改善（誤操作防止と利便性向上）
③セットアップ事業におけるインセンティブの提案
④札幌地区タウンミーティングの開催（平成27年10月16日）

CS分科会 ①店舗スタッフ向け「ETC2.0解説集」の作成、展開
②店舗を通じたETCカード汚れ防止の啓蒙
③道路事業者のETC適正利用のキャンペーンへの協力
④店舗スタッフ向け「ETC/ETC2.0スタッフ必携活用ハンドBOOK」（2016年7月版）の
制作

【平成 28年度の主な活動課題】

業務改善分科会 ①セットアップ管理情報サイトの活用促進による業務効率化
②セットアップシステムの機能改善による業務効率化
③タウンミーティング開催によるセットアップ事業者・登録店と道路事業者とのコミュニケー
ション促進

CS分科会 ①ETC2.0の最新情報提供等による店舗のETC2.0の正しい理解の促進。
②関係機関との連携も視野に入れた、店舗の適切なセットアップ業務の支援、ユーザー
の満足度の高いETC/ETC2.0利用等

2016年7月　< 6 > ITS-TEA



その後、各高速道路事業者より、各社のETC利用状況とETC関連施策などをご紹介頂き、ITS-TEA

からは、最近のセットアップ件数の動向と本年７月からの二輪車ETC2.0のセットアップ開始とそれに

向けた事業者及び登録店の募集について、また同じく7月からのセットアップ業務保証金制度の見直し

について報告を致しました。

質疑応答では、分科会の活動に関して「ETCカード汚れの実態や、セットアップ管理情報サイトにお

ける紙媒体申請の電子申請化、Webセットアップシステムの今後の改善予定」等に関する質問がありま

した。全体を通した質疑応答では、「二輪車ETC2.0のサービス内容や普及促進策、四輪車用ETC2.0

の今後の新しいサービスの予定」について質問があった他、現在実施されているETC2.0車載器購入助

成に関して、「できるだけ早めに情報展開をして欲しい、ユーザー認知を上げるための広報を強化して

欲しい」等、普及促進の強化取組みを実施するにあたっての意見もありました。

総会の最後に、①平成28年度のセットアップ事業者連絡会幹事の選任（（株）オートバックスセブン、（株）

コシダテック、（株）シーケー販売、（株）デンソー、トヨタ自動車（株）、日本自動車整備商工組合連合会、

パナソニックカーエレクトロニクス（株）、本田技研工業（株）、矢崎エナジーシステム（株）の9事業者が再任）

が承認されました。

総会後に開催された懇談会では、昨年度ETC2.0車載器の累計セットアップ件数が100万件を超えた

ことを記念して、ITS-TEAより昨年度ETC/ETC2.0セットアップ事業に多大な貢献を頂いた事業者13

社に対し、感謝状と記念の品を贈呈させて頂きました。

懇談会の場では、その後も出席者同士による情報交換や意見交換が活発に行われました。

感謝状を贈呈させて頂いた事業者の皆様と
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ETC2.0 関係広報物の発行についてETC2.0 関係広報物の発行について

平成28年4月から首都圏の高速道路料金が変更されたことに伴い、当機構では高速道路利用者に料金

変更やETC2.0サービスについて分かりやすい情報を提供するため、「ETC2.0お役立ちハンドブック」、

「ETC割引ガイドブック」を、平成28年4月に発行しました。

「ETC2.0お役立ちハンドブック」は、ETC2.0サービスの概要を分かりやすく解説するとともに、料

金割引の概要、ETC利用上の注意事項など、ETCに関する事項を幅広く掲載した冊子としています。

「ETC割引ガイドブック」は、ETC搭載車両を対象とした料金割引、ETC2.0搭載車両を対象とした

料金割引、道路事業者の企画割引など料金割引に関する情報を

詳しく掲載した冊子としています。

「ETC2.0お役立ちハンドブック」は100万部、「ETC割引ガ

イドブック」は50万部を制作し、

全国のセットアップ事業者の協

力を得て、セットアップ店の店

頭でお客様に配付していただい

ております。

また、冊子として配付するだ

けでなく、当機構で運用してい

る「ETC総合情報ポータルサイ

ト」でPDF版を掲載し、より多

くの高速道路利用者の皆様に情

報をお届けできるように努めて

います。

PIARCキックオフ会議報告（仏国・パリ）PIARCキックオフ会議報告（仏国・パリ）

世界道路協会（World Road Association; 通称PIARC／ピアック）は、非政府及び非営利組織として

1909年に設立され、日本は翌年に加盟しています。道路及び道路交通の分野における国際間での協力

の推進や発展の強化を目的に、現在122ヵ国の政府会員等から構成され、パリに事務局を置いています。

また、1970年には、国連の経済社会理事会の諮問機関として承認されております。

PIARC戦略プランに基づき、各加盟国の専門家で構成される技術委員会での活動を通して、様々な

道路及び道路交通の課題に取り組んでいますが、ITSについてもその取組みが始まった1990年代当初か

ら、中心的なテーマの一つとして取り上げられています。

新しいPIARC戦略プラン（2016年～2019年）に基づき、各技術委員会の活動内容を議論するためのキッ

クオフ会議が、2016年2月にパリで開催されましたので、ITSに関わる技術委員会の計画をご紹介します。
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（1）低コストの ITS アプリケーション 

車には車両挙動、車両環境を測定する多くのセンサが組み込まれ、道路にも車両挙動、天候状態、

路面状況などの状況を検出・観測するセンサ設置され、高度な道路ネットワークオペレーションや安

全運転支援が可能になってきました。一方、特に途上国への展開を含めて、より安価なITSサービス

により都市交通問題を解決できないか検討することも重要なテーマです。そこで、スマートフォン、

ETC技術やその他のデバイスを用いた低コストの ITSアプリケーションの取組みを調査分析し、提

案を行っていくことになります。

（2）道路交通におけるビッグデータ活用

車両プローブや交通系ICカードなど、道路交通コミュニティに関わるビッグデータを活用し、道路

交通状況の分析や施策評価あるいは道路利用者サービスに活かす取組みが進んでいます。そこで、ビッ

グデータ利用のコンセプト、アプリケーション、利用に係る規制、データの所有権、データのセキュリティ、

プライバシーに関しての各国の検討状況を調査し、活用方法の提案を行っていくことになります。

（3）RNO/ITS マニュアル

これまでの活動を通じて得られた知見は、PIARCのウェブページで公開しています。これまで、交

通容量の改善、信頼旅行時間、エネルギーセーブ、安全、温室効果ガスの削減などに関わる取組みの

成功事例などが紹介されています。ITSの普及促進のための教育トレーニング教材（ワークショップ、

セミナー）にも使われています。今回の活動を通じて、RNO/ITSハンドブックがアップデートされて

いきます。

PIARCウェブサイト（http://rno-its.piarc.org/en）

ITSのアーキテクチャと標準化 ITSの基礎 ITSの実展開

この他、新しいトピックスをカバーする取組みとして、「革新的な交通ソリューションに向けた道路設

計及びインフラ」のためのV2I（路車間通信）、V2V（車車間通信）の開発と事業展開に関する検討を進め

ます。これは、世界的に議論が進んでいる自動運転システムに繋がっていくものと想定されます。

わが国が展開しているETC2.0は、低コストの ITSアプリケーション、道路交通におけるビッグデー

タ活用の双方において有効なツールであり、実運用している経験からの提案も有意義なものと考えてい

ます。
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ISO/TC204 総会報告（米国・コンコード）ISO/TC204 総会報告（米国・コンコード）

国際標準化機構（ISO）は工業分野の国際規格を策定するための組織で、ITSはその中の技術委員会

TC204で議論されています。2016年4月にISO/TC204総会が米国カリフォルニア州のコンコードで、約

150名の参加者のもと開催されましたが、以下ではその中での特別委員会の動向をご紹介します。

技術委員会の仕事は、国際標準となる国際規格や技術仕様書を発行していくことにありますが、ITSサー

ビスの将来動向を見ながら、次の標準化活動や懸案事項の改善につなげていくため、特別委員会を設置

して議論を進めています。

TC204総会（米国・コンコード）

（1）Urban ITS（都市交通のための ITS）

2016年2月に欧州委員会から Urban ITS の標準化のための委任（Mandate/546）が、欧州の標準化

機関に対して発行されました。この欧州の動きに同調する形で、TC204でも特別委員会を設置して

議論することになりました。

欧州標準化委員会（CEN/TC278）で検討されようとしている標準化領域は下記の通りです。

１）マルチモーダル情報サービス

従来の交通モード（バス、電車、トラム、メトロ、自動車、自転車、徒歩）に加えて、新モード

としてカー・シェアリング　カー・プーリング　バイスクール・シェアリングなどを対象にします。

２）交通管理

特定のシステムに依存した交通管理から、システムの相互運用性を確保するためのデータモデ

リングのスタンダード（データとそれを扱うインターフェース）について議論が進められます。

３）都市物流

車両アクセスマネジメント、オーバーサイズマネジメント、ナンバープレート自動認識、　　　

システムのデータ交換、荷捌き駐車予約、国境通過取締りに加え、排ガスモニタリング、　ジオフェ

ンシング、自車位置リアルタイムマッピング、経路最適化などを対象にします。
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特別委員会では、そのミッションとして「新たな交通サービスを含め、人や物の移動に関する高度でシー

ムレスなモビリティの支援やその相互運用性を確保するため、国際標準やアーキテクチャの開発に関

して、定義、分析、評価、推奨、協力を進めていく」との方針が示されました。欧州の動向をみながら、

ISOとしての取り組みが議論されていきます。

（2）ビッグデータ

ビッグデータに関して、TC204の中で検討が必要な標準化領域を探るための分析を行うとともに、

SAE（アメリカ自動車技術会）、ANSI（米国標準協会）、CEN（欧州標準化委員会）などが進めている

関連標準のレビューを行うことを目的としています。

議論される内容としては、以下のようなものがあります。

•アーキテクチャモデル、セマンティック定義、メタデータの問題とAPIに関して、各標準化団体

の取組みをレビュー

•ビッグデータ分析のアウトカム（誰が、どのような理由で、どのように活用するか）

•ITSに必要な交通データの交換や外部データソースを検討するため、ビッグデータ利用に関するユー

スケースを整理

•ビッグデータを利用したITSアプリケーションに関して、セキュリティ、プライバシー、データ所

有権および使用上の問題を調査

この活動を通して、TC204での標準化項目の提案や関係標準化団体とのリエゾンを提案していく

ことになります。

（3）DSRC（WiFi 共用問題）

ITS用の路車間通信（DSRC／専用狭域通信）の周波数は世界的に5.8GHz～5.9GHz帯が割り当てら

れています。一方、ITS以外のサービスにも同じ周波数帯を使おうという動きがあり、特にスマートフォ

ンなどのモバイル通信との共用問題（干渉問題）がクローズアップされています。

この問題を受けて、特別委員会が設置され、同じ関心を示す標準化団体（ISO/TC22/自動車を担当、 

CEN/TC278/ITSを担当）と連携して取り組んでいます。2015年9月には各国のDSRCユーザーと問題

意識を共有するため、3者のジョイントステートメントが関係機関に発出されました。

　国際的な無線通信規則の改正、無線通信技術に関する研究や周波数の割当て・登録等を行っている

国際機関であるITU-R（国際電気通信連合-無線通信部門）の動向も、この特別委員会の中で共有され

ています。ITU-Rでは、モバイルサービスへの割当てに際し、ITSサービスとグローバル又は地域での

調和のとれた周波数帯を検討することや、5GHz帯について、既存のシステムとの共有を促進するため

の緩和技術を検討することが決議されています。

料金徴収のETC、道路情報の提供やプローブ情報の収集を加えたETC2.0、さらには安全運転支援シ

ステムに使用されるわが国のITSサービスにとって、他のシステムとの電波干渉の影響は充分に配慮さ

れなければなりません。
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URL:https://www.its-tea.or.jp/

一 般 財 団 法 人
ITSサービス高度化機構

　

項　　　　目
2016 年
6 月末現在

ETCセットアップ件数（累計）
73,321,204
(1,005,594)

ETCセットアップ事業者数
361
(31)

ETCセットアップ登録店
29,263
(2,128)

車 SAM用鍵発行件数（累計）※ 59,048,045 

ETCカード用鍵発行件数（累計）※ 152,034,385 

・下段（　）内数は二輪分（併用店は四輪、二輪両方
に計上）

・ETCセットアップ件数にはモニター等 35,996 件含む
※車 SAM用鍵発行件数（累計）、ETCカード用鍵発
行件数（累計）は 5月末現在値    
 

項　　　　目
2016 年
6 月末現在

ETC2.0 セットアップ件数（累計） 1,376,269

ETC2.0 セットアップ事業者数 143

ETC2.0 セットアップ登録店 19,649
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、 、 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7月発行


