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● 理事会及び評議員会の開催 ● ETC運用連絡会総会の開催

● 第 3回 DSRC運用連絡会議総会の開催

● 第 17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 ● ISO/TC204（パリ）総会報告

● 金井理事長就任ご挨拶 ● 田﨑前理事長退任ご挨拶

● 冨澤専務理事就任ご挨拶 ● 小河常務理事就任ご挨拶

● 中澤監事のご逝去について ● ITS-TEA業務データの概要

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 28 年度　第 3回理事会

3月23日（水）に第3回理事会が開催され、平成28年度事業実施状況の報告とともに、平成29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、原案どおり決議されました。

平成28年度事業については、中期ビジョンに基づきETC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の実施による普及拡大。また、OAシステム端末のセキュリティ強化など事業

管理体制の情報セキュリティ強化に務めるとともに、ETC及びETC2.0技術を活用したITSサービス

の実用化への貢献。さらには暗号鍵発行等セキュリティ運用についての支援検討開始など事業実施状

況全般について報告しました。

また、平成29年度事業については、従来から実施している普及促進キャンペーンにおける還元額の

増額など、一層の普及促進に貢献するとともに、国の施策と連携した支援や調査研究の継続、さらに

事業継続計画（BCP）によるセットアップ業務のバックアップ体制強化などのほか、安全運転支援サー

ビスについては、関係機関などと協議しながらセキュリティ運用の支援に取り組むこととし、これら

に対応する予算措置が講じられることとなりました。



２．平成 29 年度　第 1回理事会

5月26日（金）に第1回理事会が開催され、平成28年度事業報告書案の承認、平成28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29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 29 年度　定時評議員会

6月12日（月）に定時評議員会が開催され、平成28年度決算書案の承認、任期満了に伴う評議員15

名の選任、理事5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、定時評議員会の終結をもって代表理事である田﨑理事長、岩佐専務理事が辞任されました。

４．平成 29 年度　第 2回理事会

6月13日（火）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、

代表理事たる理事長に金井理事、代表理事たる専務理事に冨澤理事、業務執行理事たる常務理事に音

瀨理事、小河理事及び若宮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12日（月）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29年6月13日現在)

役　　　職 氏　　　名 常勤・非常勤

○ 理 事 長（代 表 理 事） 金　井　道　夫 常　勤

○ 専務理事（代 表 理 事） 冨　澤　英　一 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） 小　河　　　寿 常　勤

常務理事（業務執行理事） 若　宮　正　洋 常　勤

理　　　事 秋　山　由　和 非常勤

〃 泉　　　俊　二 非常勤

〃 織　田　心　也 非常勤

○ 〃 加　藤　之　啓 非常勤

〃 設　楽　　　哲 非常勤

○ 〃 高　辻　哲　二 非常勤

〃 永　塚　誠　一 非常勤

〃 東　出　康　宏 非常勤

（13名）

監　　　事 高　橋　奈香子 非常勤

○は新任理事 （1名）

評 議 員 名 簿
(平成29年6月12日現在)

役　職 氏　　　名

評議員 縣　　　　　清

○ 〃 池　内　武　文

〃 宇佐見　正　士

〃 片　桐　勇一郎

○ 〃 川　東　　　徹

〃 佐　藤　邦　光

○ 〃 柴　﨑　邦　彦

〃 首　藤　浩　行

○ 〃 菅　原　英　宗

〃 寺　谷　公　良

〃 泊　　　三　夫

〃 中　村　　　亮

〃 本　多　　　均

○ 〃 安　田　克　明

〃 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（火）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28年度活動状況と平成29年度活動計画が報告されました。

【各分科会の平成 28 年度の主な活動】

技術検討分科会 ・ETCカード認証エラー等の改善を目的として、ETCカードアクセスエラー等の実態
調査を実施。
・旧スプリアス規格で適合証明を受けた車載器について、各社の対応状況及び今後の
対応予定を把握するため、調査を実施
・ETC2.0車載器で可能となり利用者サービス向上につながるTTS発話機能やGPS機
能等について、検討を実施。

相互接続性分科会 ・相互接続性試験の課題を整理、一覧での管理を実施。
・高速道路会社からETC路側機情報を収集し、車載器メーカへ提供。

普及分科会 ・一般利用者向けのETC2.0普及促進活動を実施（圏央道沿線の大型商業施設2箇所
にて）。
・ETC車限定企画割引に関する広報活動。
・スマートICの広報に関する取り組み。

【各分科会の平成 29 年度の主な活動計画】

技術検討分科会 ・ETCカード認証エラー改善に関する調査結果を踏まえ、対応を検討。
・旧スプリアス規定で適合証明を受けた車載器についての調査結果を踏まえ、対応を
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対策案を検討。
・高速道路会社からETC路側機情報を収集し、車載器メーカへ提供。

普及分科会 ・国や高速道路会社の発信するETC2.0に関する各種施策の広報展開。
・「ETC総合情報ポータルサイト」「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、
自動車メーカ、クレジットカード会社、カードベンダ、車載器メーカ、車載器SAMメーカ及び関連法人から構
成される。

ITS-TEA 2017年7月　< 3 >



 第 3 回 DSRC運用連絡会議総会の開催 第 3回 DSRC運用連絡会議総会の開催

DSRC運用連絡会議※の第3回総会が5月11日（木）に開催され、国土交通省、車載機器メーカー、路

側機メーカー、自動車メーカー等を含め48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「ITSを巡る最近の動向」と題し、

ETC2.0の展開や自動運転の動向等についてご講演をいただきました。

続いて、代表幹事が議長を務め、議案である「平成28年度活動報告と平成29年度活動計画」について

各分科会の主査より説明がなされ、満場一致で可決されました。

平成28年度活動内容

技
術
分
科
会

活動項目

①　ETC 2.0相互接続性試験装置の仕様検討 
・「ETC2.0車載器の相互接続性試験要領書」を作成

②　ETC2.0車載器・カーナビ実走行試験内容の改善検討
・平成29年度以降に実施する実走行試験内容（案）を作成

③　各種DSRCアプリケーションの調査・検討と情報の共有
・バスタ新宿入出場管理システム（ETC利用車番号システム）の視察
・DSRC関連、国内外のITSに関する調査・研究の情報展開

普
及
分
科
会

活動項目

①　ETC2.0普及促進策等の周知活動（促販ツール、各種キャンペーンの周知・活用）
・国交省の各種普及促進策（ETC2.0のポスター等）の会員企業への周知・活用 
・アップリンクON/OFFの調査及び、アップリンクONの促進活動を実施　

②　ETC2.0普及促進イベントを開催（多摩南大沢、入間）し、会員企業と共同プロモーショ
ンを展開

③　国交省との意見交換実施に向けた会員企業の意見を集約
④　ETC2.0普及促進状況等の情報提供（情報共有）

平成29年度活動計画

技
術
分
科
会

活動項目

①　ETC 2.0車載器・対応カーナビの実走行試験の仕組みを構築
・ETC2.0相互接続性試験装置運用後（平成29年度以降）、民間主体での実走行試験運
用の仕組について検討

②　ETC2.0相互接続性確認試験装置の改善
・ETC2.0相互接続性確認試験装置の機能改善について検討

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
・経路情報を活用したサービスを受けるための条件を会員企業で共有

②　ETC2.0普及促進の為の広報活動の展開
・ETC2.0割引を会員企業共同でプロモーション展開（あみ、酒々井）
・国交省の各種打出し策の会員への周知徹底と会員各社と連動した普及促進活動

③　国交省への意見集約アップデート
・現状の課題や改善事項を会員企業の意見として集約し、国交省と意見交換

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、ETC2.0（DSRC）関連事業者とITS-TEAが協力してETC2.0（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、ETC2.0（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 17回セットアップ事業者連絡会総会の開催第 17回セットアップ事業者連絡会総会の開催

第17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、40セットアップ事業者（68名）が参加された他、来賓として、国土交通省様、

東日本高速道路株式会社様、中日本高速道路株式会社様、西日本高速道路株式会社様、首都高速道路株

式会社様、阪神高速道路株式会社様、本州四国連絡高速道路株式会社様にご出席を頂きました。

総会のはじめに藤城代表幹事（（株）オートバックスセブン）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 荒瀬有料道路調整室長様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28年度の活動実績と平成29年度の活動課題につき、

報告が行われました。

総会の模様

【平成 28 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に向けた機能改善（学習動画のストリーミン
グ化、「e-Test受験督促メール」機能の追加、電子申請項目に「連絡担当者情報変更」
を追加、等）
②セットアップシステムの使い勝手向上に向けた機能改善（画面表示サイズ変更機能追
加、等）
③四日市地区タウンミーティングの開催（平成28年10月28日）

CS分科会 ①ETC2.0最新情報提供による店舗の正しい知識と理解促進（店舗向け「ETC2.0解説
集」の更新・展開、等）
②店舗の適切なセットアップ業務とCS向上活動の支援（「ETC/ETC2.0スタッフ必携活
用ハンドBOOK」（2016年7月版）の発行）
③道路事業者との情報共有と連携強化による普及促進に向け情報・意見交換会を開催
（平成29年5月9日）
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【平成 29 年度の主な活動テーマ】

業務改善分科会 ①「セットアップ業務効率化と正確性向上」に向けた改善活動（セットアップシステム改
修案の提案、等）

②「適切なセットアップ業務の推進」に向けた業務品質向上活動（新教育ツールの活用検討、
管理情報サイト活用促進、委任状運用ルール等遵守に向けた啓蒙、等）

普及促進分科会
（旧CS分科会）

①「市場活性化/普及促進」に向けた各種啓蒙活動（道路会社との定期的な「情報・意見
交換会」開催と連携による「普及・利用促進イベント」の企画・実行、等）

②「CS向上」に向けた店舗への最新情報のタイムリーな提供（「ETC2.0解説集」の更新、
等）

その後、各道路事業者様より、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ITS-TEAのETC/ETC2.0普及促進策及びセットアップ業務

効率化支援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「学習動画は作業単位で章に分けて編集してもらえるとより使

い勝手が良くなる」との意見や、道路事業者様との連携活動に関して、「ETC/ETC2.0に改めて関心を

持ってもらえるようなPRができれば販売にもつながるので今後に期待したい」との意見もありました。

全体を通した質疑応答では、ITS-TEAが予定しているWebセットアップシステム入力簡素化のための

車検証QRコード読み取りのスキャナーの導入を歓迎する声と具体的な配備計画についての質問があり

ました。また、四輪、二輪それぞれの事業者より今後の車載器購入助成の予定や二輪については料金割

引サービスについての質問もあり、ETC/ETC2.0の普及促進策への関心の高さが窺われました。

総会の最後に、審議案件として、平成29年度のセットアップ事業者連絡会幹事の選任が行なわれ、（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事業者の再任が承認されました。

総会後に開催された懇談会では、出席者同士による情報交換や意見交換が今回も活発に行われました。
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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29年6月から近畿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29年6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

割引サービスの掲載や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（中・英・韓）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。

ISO/TC204（パリ）総会報告ISO/TC204（パリ）総会報告

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。2017年4月にISO/TC204総会がフランスのパリで約240名の参加者のも

と開催されましたので、その中でのトピックスを2つご紹介します。

１．自動運転システム

自動運転システムについては、欧米、韓国などで具体のプロジェクトが動いていますが、日本でも

政府の戦略的イノベーション創造プログラム（SIP）のテーマとして精力的に取組まれています。この中で、

自動運転システムの実用展開のためには、自動操舵などの基準や関連の国際標準の策定が欠かせませ

ん。前者は国連欧州経済委員会（UN-ECE）の政府間会合（WP29）において、後者はISOのTC204（ITS

を担当）やTC22（自動車を担当）で議論が進んでおり、国内ではその連携が図られるよう協働体制も

組まれています。

A4版　24頁A5版　36頁
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TC204関係では、大きく地図に関する分野、車両制御に関する分野、サイバーセキュリティに関す

る分野があります。地図分野では、動的・準動的情報を扱う地図データベースの仕様、車線レベルの

自車の位置参照方式などが議論され、車両制御分野では、自動運転のレベル定義、自動駐車システム、

自動車線変更システム、路車協調型車間制御、車線内自動走行システム、地域限定低速自動運転シス

テム、トラック隊列走行などが議論されています。サイバーセキュリティ分野では、TC204としての

具体的な議論はこれからですが、同じISOのTC22のほか、リエゾン団体であるアメリカ自動車技術

会（SAE）やITU-T（国際電気通信連合-電気通信標準化部門）などと連携して取り組むことになって

います。

２．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、TC204に特別委員会が設置され、ITU-R（国際電気通信連合-無線通信部門）

の動向を含めて各国の情報共有を図っています。今回のパリ会議では、ETC（自動料金収受システム）

を担当するワーキンググループにおいても、日本の出席者から改めてこの問題の重要性を喚起しました。

ITU-Rは、5GHz帯の無線LAN共用問題について、2019年会議の議題にすることを決めましたが、

日本ではDSRCを使ったアプリケーション（ETC）への干渉が懸念されますし、米国、欧州、韓国など

5GHz帯を使っている多くの国でも問題となります。DSRCアプリケーションは、料金収受のほか安全

運転支援にも関わる重要なサービスであり、干渉が起こるようなら、無線LANとの共用は認められ

ないという姿勢です。一方、英国放送通信庁はWiFiへの共用を認めるような動きをしているようで

すが、5GHz帯は欧州の料金収受に使われており、欧州でもその影響を避けられません。このような

状況の中で、ITU-Rの関連会議への参加を含め、TC204の国際専門家も連携して取り組んでいくこ

とが確認されました。

会場のCité du Cinéma（映画製作所） TC204パリ総会参加者
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金井理事長就任ご挨拶金井理事長就任ご挨拶

この度、6月13日の理事会で理事長に就任しました金井でございます。

ETC及びETC2.0車載器の総セットアップ累計件数は7900万件を超え、

高速道路でのETC利用率も90％を超え、ETCは国民生活にとって欠か

せない社会インフラとして道路利用の効率化・利便性向上や経済社会の

発展に大きく寄与しています。振り返って見ますと、平成12年に東関

東自動車道路や首都高速道路でETCの試行運用がはじまって以来、二

輪車の車載器やDSRC車載器の追加、ETC2.0サービスの開始など順調

に発展して参りました。ここに至るまでの多くの関係者の皆様のご協力、

ご支援に対して心から御礼申し上げます。

当機構は、ETC及びETC2.0のセキュリティを守る財団として活動し、

セキュリティ情報の生成・発行システムは休日も含め休むことなく稼働しており、バックアップ体制や

災害対策などの強化も実施して社会インフラとして安全・安心なETC利用を支えております。

一方、自動運転やコネクテッドカーなどITS技術が大きく進展する中、道路行政も交通事故や渋滞を

なくすことや道路課金のあり方の見直しなど変革を迫られています。現在、当機構では、関係事業者の

皆様や道路利用者の方々と連携しながらETC及びETC2.0システムの安全な運用と普及拡大を支える

とともに、これら技術の多目的活用を推進しています。

また、新たなITSサービスである安全運転支援サービスについても、そのセキュリティ運用の支援に

取り組んでいるところであります。

当機構としては、日本のITSを支えるセキュリティ財団としての意識をもって、ITS技術やサービス

等の進展を真摯に学び、ETCシステムの進化や新たなITSサービスのセキュリティプラットフォームを

支えることができるよう、役職員一丸となって努力して参る所存でありますので、国土交通省、有料道

路事業者並びに関係団体、企業の皆様のご指導、ご鞭撻を賜りますようよろしくお願い申し上げます。

田﨑前理事長退任ご挨拶田﨑前理事長退任ご挨拶

この度、6月12日の定時評議員会をもちまして、一般財団法人ITS

サービス高度化機構（ITS-TEA）の理事長を退任することになりました。

理事長としては2年間でしたが、その前の参与、さらにさかのぼって

ORSEの専務理事の時から通算いたしますと約6年間に渡り在席したこ

とになります。この間、お世話になりました皆様に、ご挨拶を兼ねまし

て一言感謝の言葉を申し上げたいと存じます。

当機構は、平成11年9月2日にETCのセキュリティ管理を担うため財

団法人道路システム高度化推進機構（ORSE）として設立され、平成26

年9月1日には、ETCシステムに加えDSRCシステムのセキュリティ管

理の高度化や普及拡大などを推進するため、一般社団法人ITSサービス

理事長　金井道夫

前理事長　田﨑忠行
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冨澤専務理事就任ご挨拶冨澤専務理事就任ご挨拶

このたび6月13日付けで、ITSサービス高度化機構の専務理事に就任

いたしました冨澤英一です。　

当機構には4月に着任致したばかりで、不慣れな点も多々あるかとは

存じますが、何卒よろしくお願い申し上げます。私は、1981年にトヨ

タ自動車（当時トヨタ自動車販売）へ入社し、海外営業・事業畑を一貫

して担当してまいりました。ITS関係の仕事は昨年1月からですが、先

人の皆様が大変なご苦労をされて築かれてきた安心、安全につながるこ

のビジネスは世界に誇れる技術として成熟の域に達しているものと考え

ております。

一方で自動車、インフラ、情報通信を取り巻く環境は極めて速いスピー

ドで進化が起こっているものと認識しております。東京オリンピック、パラリンピックが開催されます

2020年には自専道での自動運転や次世代通信の5Gなどが実用化される見通しですし、I o Tの進化に

より自動車のコネクティッド化が急速に進展する見込みであります。又2020年代半ばには一般道での自

動運転や5Gを使ったビジネスがあらゆる分野で確立されるものと期待されます。

このような環境の下、まずは当機構の基幹事業であります、ETC,ETC2.0（DSRC）セキュリティプラッ

トフォーム事業基盤をさらに強固かつ盤石なものとして経営を安定させてまいります。ETC2.0 の普及

促進、セキュリティの更なる強靭化、セットアップ事業者様の業務環境整備、改善等一つ一つ確実かつ

丁寧に対応してまいる所存です。

推進機構（ISPA）と統合し、併せて財団名を一般財団法人ITSサービス高度化機構（ITS-TEA）に変更

し現在に至っております。

私が専務理事として在席した平成14年当時から今日まで、ETC及びETC2.0の普及について申し

上げますと、ETCの総セットアップ累計件数は42万件から7900万件に、平成26年10月にDSRCから

ETC2.0に名称変更したETC2.0においても、総セットアップ累計件数は250万件を超えました。また、

ETC利用率は2.9％から90.5％へと飛躍的に増え、ETCは重要な社会インフラの一つとして定着し国

民生活に欠かせないものになりました。

当機構は、我が国唯一のETC及びDSRCシステムのセキュリティ管理財団として、ETC及びDSRC

システムのセキュリティの安全な運用と高度化に邁進するとともに、そのノウハウを活かして新たな

ITSサービスへのセキュリティプラットフォームの提供など果たす役割は益々重要になってくるものと期

待しております。

最後に、国土交通省、有料道路事業者をはじめ、関係団体、民間企業その他多くの皆様のご理解とご

協力、ご指導により、ETCの飛躍的な発展、ETC2.0の普及促進、新たなITSサービスの実用化に向け

た取り組みなど沢山の公益的事業を推進できましたことに、紙面をお借りして厚く御礼申し上げますと

ともに、当機構に対する引き続きのご支援、ご鞭撻を賜りますよう重ねてお願い申し上げまして、退任

のご挨拶とさせていただきます。

専務理事　冨澤英一
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又、当機構の中期ビジョンに基づき新たなITSサービスへのセキュリティプラットフォームの提供をスター

トしてまいります。本年度は当機構でも従前より検討をしてまいりました、ITSコネクト（注）のセキュリ

ティ運用の業務をステップバイステップで開始する予定としております。

更には自動運転、5G通信の世の中での次世代ETCについても国土交通省道路局様、各道路会社様、

各自動車メーカー様、電機メーカー様をはじめステークホルダーの皆様と連携して研究を進めることも肝

要と認識しております。他にも取り組む課題はまだまだあるものと思います。

繰り返しになりますが、我々のビジネスを取り巻く環境は大変早いスピードでかつグローバル化の進

展とともに進化してまいりますのでマネージメントにあたってはスピード感を持って、ビジネスアンテ

ナを高く保ち、関係ステークホルダー様との緊密な連携のもと仕事を進めてまいる所存です。

皆様からのご指導・ご鞭撻を何卒よろしくお願い申し上げます。

（注）ITSコネクト：ITSコネクト推進協議会が運営管理する、車車・路車通信を用いた運転支援サービス

小河常務理事就任ご挨拶小河常務理事就任ご挨拶

6月13日付けで常務理事に就任いたしました小河寿でございます。

1980年代終盤から1990年初頭の頃のITSの前身ARTS、UTMS構想

から30年ほど時が流れ、VICS、ETC、ETC2.0などの新しいサービス

が社会インフラとして定着していることを今回当機構理事に就任し、改

めて肌で感じる事となりました。過去少しITS関連の事業推進に関わっ

た者として今日の事業の姿に関係各位のご尽力に敬服しております。

この度は、企画調査を担当することになりました。前職パナソニック（株）

では官公庁や法人向けのシステム事業に携わり、直近は、ITソリューショ

ン分野で新規事業推進を担当しておりました。これまでの諸先輩方の英

知・資産を学ばさせていただきながら次代の企画構想のテーマに取り組

んでまいりたいと思っております。

蛇足ですが趣味は、スキューバダイビング、登山・ハイキング、オートバイツーリングなどです。も

ちろんバイク用ETC2.0車載器を搭載しております。

なにとぞご指導、ご鞭撻よろしくお願い申し上げます。

常務理事　小河　寿

中澤監事のご逝去について

常勤の中澤監事におかれましては、かねてより病気療養中のところ、5月27日ご逝去

されました。

謹んでご冥福をお祈りいたします。
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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
2017 年
6 月末現在

ETCセットアップ件数（累計）
79,829,076
(1,153,873)

ETCセットアップ事業者数
343
(30)

ETCセットアップ登録店
30,269
(2,532)

車SAM用鍵発行件数（5月末累計） 64,544,045 

ETCカード用鍵発行件数
（5月末累計）

176,436,063 

※下段（　）内数は二輪分（事業者、登録店数は併用も含む）
また、ETCセットアップ件数にはモニター等35,996 件含む

項　　　　目
2017 年
6 月末現在

ETC2.0 セットアップ件数（累計）
2,649,908
(19,242)

ETC2.0 セットアップ事業者数
155
(23)

ETC2.0 セットアップ登録店
24,029
(1,757)

※下段（　）内数は二輪分（事業者、登録店数は併用も含む）
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