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ETC2.0 普及促進イベントの実施
平成 28 年 12 月 3 日（土）と 4 日（日）の両日、DSRC 運用連絡会議・普及分科会主催の ETC2.0 普及促
進イベントが、圏央道沿線に位置する三井アウトレットパーク・多摩南大沢と、三井アウトレットパーク・
入間の 2 か所で開催されました。当機構は普及分科会のメンバーとして、またイベント事務局として参
加しました。
このイベントは、利用者の方に向けた ETC2.0 に関する認知度、理解度の向上だけでなく、ETC2.0
割引で圏央道をお得に利用できることをお知らせすることを目的に実施されました。
両日とも多数の方にイベントに参加いた
だき、3000 名を超える皆様からアンケート
回答をいただきました。アンケートを集計
したところ、ETC2.0 の認知度は約 16％と
いう結果となりました。また、認知に至っ
た広報媒体はインターネットが約 25％、新
聞・テレビ・雑誌が約 23％、カーディーラー・
カー用品店が約 19％という結果となりまし
た。アンケート結果も参考にして、今後の
ETC2.0 普及促進策の検討を推進してまい
ります。

三井アウトレットパーク・入間でのイベントの状況
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セットアップ事業者連絡会「四日市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 28 日（金）
、三重県四日市市で「四日市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
を行う場として開催しており、今回が「12 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、中日
本高速道路（株）様のご厚意により、同社四日
市工事事務所様ご案内のもと、新名神高速道路
の建設工事区間（新四日市 JCT 〜亀山西 JCT）
を視察させていただきました。
視察では、「虹のハイウェイ館」にて工事の進
捗状況と橋脚やトンネル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、安楽
川橋の実際の現場に赴き、壮大な建設工事の様
子を視察させていただきました。

続いて、四日市市内のホテルにおいて、39

新名神高速道路建設工事区間の視察

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藤城代表幹事、
ITS‑TEA 岩佐専務理事の挨拶に続き、中日本
高速道路（株）様から、三重県各地区の ETC 利
用状況とその分析、高速道路新区間の建設事
業、スマート IC の整備、ETC 車限定の企画割
引等について、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 普及拡大等に向けた活動について、そ
れぞれ報告が行われました。

タウンミーティングの模様

意見交換の場では、現地事業者様、店舗様から、中日本高速道路（株）様から紹介のあった企画割引
の具体的な利用方法についての質問や、セットアップ申し込み受付のルール変更、中古車載器の適正なセッ
トアップ等に関して、日常のセットアップ業務を続けられている中での疑問やご意見、ご要望等をいた
だくことができました。
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。

ITS-TEA
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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 28 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 12 回の開催で 286 名の方が受講されました。
今年度は、経路情報を活用した「ETC2.0 サービス」について「ETC 総合情報ポータルサイト」に掲載
している最新ビデオを、また、ETC/ETC2.0 セットアップに関する 7 月からの委任状ルールの注意事項
については更新した「学習動画」を活用して、より分かりやすい講習を実施しています。
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最新情報を提供しています。
また、 7 月からの二輪車 ETC2.0 セットアップ開始に先立ち、二輪事業者向け講習会（ 6 /24）を開催し
たほか、事業者の要請によりセットアップ登録店向けのセットアップ主任者講習会を福岡（10/ 7 ）、名古
屋（12/ 8 ）で開催しました。
なお、講習会を受講した統
括責任者の方には、受講後 1
週間以内に「e‑Test」を受験
していただいておりますが、
体験した学習ツール（学習動
画、e‑Test）を各事業者傘下
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28年12月2日（福岡）開催風景

＜ご参考＞
平成 28 年度開催日及び開催場所（下線：平成 28 年 12 月 20 日現在開催済み）
① 7 月 8 日（金）東京（ITS‑TEA 会議室）17 名
② 7 月 22 日（金）大阪（新大阪丸ビル別館）20 名
③ 8 月 26 日（金）名古屋（名古屋ダイヤビル 2 号館）20 名
④ 9 月 16 日（金）東京（ITS‑TEA 会議室）18 名
⑤ 10 月 21 日（金）大阪（新大阪丸ビル新館）26 名
⑥ 11 月 11 日（金）仙台（駅前のぞみビル）13 名
⑦ 11 月 25 日（金）広島（RCC 文化センター）5 名
⑧ 12 月 2 日（金）福岡（リファレンス駅東ビル）22 名
⑨ 12 月 16 日（金）名古屋（名古屋ダイヤビル 2 号館）10 名
⑩ 1 月 27 日（金）東京（ITS‑TEA 会議室 30 名）
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平成 28 年版 ETC 便覧の発行
本年も ETC の開発から普及促進等の経緯、サービス開始
以降の ETC に関する統計データや諸外国の ETC の動向等を
まとめた「平成 28 年版 ETC 便覧」を制作しました。
主な内容として、ETC 及び ETC2.0 の概要、関連規格・
仕様、商標、車載器のセットアップ、普及状況や普及促進活動、
多目的利用サービスの動向、諸外国の ETC、ならびに参考
資料として ETC システム利用規程や ETC 総合年表、用語集
等を掲載しております。皆様の業務、研究にぜひご活用くだ
さい。
なお、ITS‑TEA のホームページにも Web 版を掲載してお
りますので、こちらもご覧ください。
https://www.its-tea.or.jp/library/etcHandbook.html

第 23 回 ITS 世界会議（メルボルン）報告
2016 年 10 月にオーストラリア・メルボルンにおいて開催された
「第 23 回 ITS 世界会議」
に参加しました。
概要は以下のとおりです。

１．開催概要
会期：2016 年 10 月 10 日（月）〜 14 日（金）
会場： 新メルボルン国際会議場
テーマ： ITS ‒ Enhancing Liveable Cities and Communities
― 住みよい街とコミュニティへ ―

参加国数：73 か国
参加者数：11,496 人
出展団体数：278 企業・団体
会場

ITS-TEA
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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、今回はある経済雑誌の調査で住みよい都市ランキングの１位にもなっ
ているオーストラリア・メルボルンで開催となりました。

２

会議セッション概要
従来の会議では自動運転の実現可能性が話題の中心でしたが、今回の世界会議では「もし if」から「い

つ when」
「どうなる what will this mean?」
「どう成功させる
how will we work through the issue?」へと実現を前提とし
た議論に大きく変化しました。また、スマートシティやビッ
クデータに関しても活発な議論がされました。

３ 展示会場概要
昨年度のボルドー大会（433 団体）に比べ、出展団体数は減
少
（278団体）したものの、オーストラリア企業をはじめとして、
シミュ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。
ITS‑TEA も、JAPAN PAVILION の国土交通省コーナー
内 で、ETC2.0/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）
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ISO/TC204 総会（オークランド）報告
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 10 月に ISO/TC204 総会がニュージーランドのオークランドで、約
150 名の参加者のもと開催されましたが、以下では日本リードで進めてきた Gap/Overlap analysis の
成果がまとまったことで開催された WG18（協調 ITS）ワークショップでの報告をご紹介します。

（1）開催概要
Gap/Overlap analysis は、協調 ITS に関して将来の標準化候補を見出すための活動で、日本リー
ドで進めてきたものです。協調 ITS のアプリケーションとしてまだ標準化されていないユースケース
を探索し、リクワイアメントを整理する中で、次の標準化候補の提案につなげていこうとするもので、
その際、協調 ITS の有力なユーザーであり開発者でもある道路オペレータの視点から検討を進めるこ
ととし、国際的な道路オペレータ組織である PIARC（世界道路会議）注）との連携を図っています。

注）PIARC
PIARC は 世 界 道 路 会 議 の 通 称 名 で、 正 式 に は WRA
（World Road Association）といいますが、関係者の間では
今もこの通称名で呼ぶ人が多くいます。1909 年に設立され
た非政府及び非営利組織で、現在 150 近くの政府会員と団
体会員等から構成されており、国連経済社会理事会の諮問
機関としても活動しています。ITSに関しては現在
「道路ネッ
トワーク管理／ ITS」のテーマで議論を重ねています。

WG18ワークショップの様子

（2）主な報告内容
１）PIARC へのアウトリーチ活動
WG18 に加え TC204 の他の WG の活動概要を含めて整理し、PIARC が検討している ITS サー
ビスとの対応関係が分かるよう情報提供を行い、PIARC 発行の Cooperative Vehicle Highway
Systems 2016.9

注）

にその内容が掲載されました。

注）http://www.piarc.org/en/order-library/25037-en-Cooperative%20Vehicle%20Highway%20Systems.htm

２）標準化候補の抽出
標準化候補抽出の手順としては、ユーザーニーズの整理、リクワイアメントの分析、アセスメント、
関連標準のレビュー、標準化候補の抽出のステップで分析を実施しました。分析対象のユースケースは、
PIARC のケーススタディのほか、欧州、米国及び国土技術政策総合研究所の協調 ITS に関する研究
成果などを整理し、安全運転支援、道路ネットワーク管理、特殊車両等の運行管理にかかわる 29 の
ユースケースを選定しました。

ITS-TEA
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対象とするユースケース

分野

安全運転支援

道路ネットワーク管理

重量車／商用車の運行管理

No

ユースケース具体化の対象

1

路面状況情報の提供

2

道路構造情報等の提供

3

前後方向の障害等情報の提供

4

交差点での情報の提供

5

制限速度情報の提供

6

追越し禁止や車線変更禁止情報の提供

7

道路工事情報の提供

8

踏切に関する情報の提供

9

分合流部における道路施設の危険警告

10

停止線支援

11

カーブ速度警告

12

潜在危険箇所の検知

13

車内標識

14

気象情報の提供

15

維持管理車両位置情報の提供

16

プローブを用いた道路管理

17

交通需要の情報収集

18

中央線変移制御

19

動的一方通行制御情報の提供

20

道路管理作業用車両の運行支援

21

路面劣化の検知

22

高速化に適さない道路形状

23

通行規制の判断支援

24

通行違反

25

異常気象対応の交通管理

26

異常交通時の交通管理

27

距離に応じた課金

28

特殊車両管理

29

大型車警告

各ユースケースに関連して、情報収集、情報提供、警告の 3 つの標準化領域で扱う情報やメッセー
ジ、HMI（車載器と人のインターフェース）
などの標準化項目を整理したうえで要求事項を具体化し、
ISO で発行済みあるいは現在審議中の標準化事項との関連を概略整理しました。分析の結果、特に
情報処理やドライバーへのメッセージについて既存の標準がない場合が多いことが概略整理できました。
質疑の中では、追加的なアプリケーションの検討が必要で、たとえば、災害時のリカバリー、
NTCIP（米国の道路通信標準）などのセンター間での情報交換などがありうるというコメントや、
PIARC の検討テーマとして現在挙げられているローコスト ITS、ビッグデータ分析への貢献も必要
ではないかといった意見が出されました。
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ITS‑TEA 業務データの概要
項

2016 年
11 月末現在

目

ETC セットアップ件数（累計）
ETC セットアップ事業者数

75,992,197
(1,076,962)
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600,000
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ETC セットアップ登録店
車 SAM 用鍵発行件数（累計）
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ETC2.0 セットアップ件数（累計）
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80,000

19,000

60,000

18,000
17,000

40,000
16,000
20,000

15,000

0

14,000
2015年
2016年
12月
2月
/11月
/1月

3月

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月 11月

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29年1月発行

