
財団法人　道路システム高度化推進機構

Organization for
Road System
Enhancement

第44号
2012.5

第44号

●第33回理事会・第32回評議員会の開催

●ETCセットアップ統括責任者講習会について

●アジア太平洋地域ITSフォーラムレポート

●ITSスポット通信（DSRC）を利用したドライブスルー実証実験が実施される

●「ETC安心ガイドブック」の発刊

●ISMS継続審査に合格 ●ORSE業務データの概要

平成24年3月30日（金）午前10時から第33回理事会が、午後2時から第32回評議員会が当機構の会議

室において開催されました。

理事会では渡辺理事長が、評議員会では泊評議員が議長を務め、平成24年度事業計画書案及び平成

24年度収支予算書案等の審議が行われ、それぞれ原案どおり議決並びに同意されました。

事業計画のうち、「ETC普及促進キャンペーン」については、ETCの安定的な普及のため、業務の効

率化及び経費の節減を行いながら、平成23年度に引き続き実施し、ETC車載器をセットアップするお

客様に対して識別処理情報発行料の全額還元に努めることとしましたが、経常損益が平成22年度に引

き続き平成23年度においてもマイナスとなる見込みであることから、年度途中から全額還元の見直し

を実施せざるを得ないとしております。

また、セットアップシステムの再構築は、社会インフラとして確実で安定した整備・運用を図るため、

コストの削減を行いつつ、震災対策及びセキュリティ対策を強化するとともに、国及び道路事業者の指

導の下、ETCセキュリティの更なる高度化のための鍵発行システムの開発を進めることとしました。

併せて、ETC運用連絡会議等の支援、ETCセキュリティ標準規格書の開示、各種調査研究等の事業

を継続して推進し、利用車番号照会・提供サービスを継続実施するとともに、同サービスの運用の拡大

に向けての研究を行うほか、平成23年度に引き続き、DSRCサービスの運用の支援を行うなど、ETC

関連技術の幅広い利用拡大を支援することとしました。

第 33回理事会・第 32 回評議員会の開催第 33回理事会・第 32 回評議員会の開催



ORSEでは平成23年度のETCセットアップ統括責任者講習会を下記の日程で11回開催致しました。

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

プ業務が適切に実施されるように、その実施体制を掌握し、指導・監督するために必要な知識や情報を

習得していただくために開催しています。

平成23年度におきましては、セットアップ事業者の皆様に積極的にご出席して頂き、11回の開催合計

で308名の統括責任者の方が受講されました。

「ETC車載器セットアップ運用規程」Ⅱ4（3）又は「二輪車ETC車載器セットアップ運用規程」Ⅱ4（3）に

より、セットアップ事業者は統括責任者にORSEが実施する講習会を受講させることとされています。

また「ETC車載器に係る識別処理情報の発行及びセットアップに関する契約書」又は「二輪車ETC車

載器に係る識別処理情報の発行及びセットアップに関する契約書」第19条第2項に基づき、過去2年の

ETCセットアップ事業の期間においてセットアップ統括責任者講習会の受講がない場合、ORSEは次年

度の契約を更新拒絶する場合がありますが、昨年度においては長期未受講事業者が85社ございましたが、

すべての事業者が講習会を受講したことにより、契約を更新することができました。

平成24年度につきましては、平成23年度の講習会において統括責任者の皆様から頂いたアンケート

の意見を講習内容に少しでも反映して開催したいと考えています。

日程については、決まり次第「ETCセットアップ管理/情報サイト」に掲載します。

（ご参考）

○　開催日及び開催場所（平成23年度）

開催日・参加者数 開　催　場　所

1 平成23年11月11日（金）48名 東　京（ORSE　5階会議室）

2 平成23年11月18日（金）18名 名古屋（名古屋ダイヤビル2号館、4階245会議室）

3 平成23年11月25日（金）36名 大　阪（新大阪丸ビル新館、8階804会議室）

4 平成23年12月 9日（金）14名 仙　台（ヒューモスファイヴ・9階会議室）

5 平成23年12月16日（金）15名 名古屋（名古屋ダイヤビル2号館、3階231会議室）

6 平成24年 1月13日（金）16名 大　阪（新大阪丸ビル別館、5階5－2会議室）

7 平成24年 1月20日（金）46名 東　京（ORSE　5階会議室）

8 平成24年 1月27日（金）28名 福　岡（リファレンス駅東ビル　4階会議室K）

9 平成24年 2月10日（金）24名 大　阪（新大阪丸ビル別館、2階2－1会議室）

10 平成24年 2月17日（金）48名 東　京（ORSE　5階会議室）

11 平成24年 2月24日（金）15名 東　京（ORSE　5階会議室）

※時間は13：30～16：30

ETCセットアップ統括責任者講習会についてETCセットアップ統括責任者講習会について
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アジア太平洋地域 ITS フォーラムレポートアジア太平洋地域 ITS フォーラムレポート

第12回アジア太平洋地域ITSフォーラムは、4月16日（月）～18日（水）の間、マレーシア（サンウェイ 

ピラミッド コンベンションセンター）で開催され、当機構からは、3名の職員が参加しましたので、そ

の概要を報告します。

１．開 催 概 要

期　　　　間：2012年4月16日（月）～4月18日（水）

会　　　　場：Sunway Pyramid Convention Center

会 議 テーマ：“Powering Transformation in

　　　　　　　Transportation”「交通に力ある変革を」

参 加 国：22カ国

参 加 者：809名

セッション数：18セッション

２．会 議 概 要

■セッション

今年のアジア太平洋地域ITSフォーラムは、“ Powering Transformation in Transportation ”をテー

マに活発な議論や展示があり、参加国はアジアだけに止まることなくヨーロッパ、アメリカからも多

くの発表がありました。

■展示ブース

50団体からの出展（日本からは、5ブース）

があり、開催期間中、多くの来場者により盛

況でした。

【日本の団体・企業の展示】

ITS Japan、電気メーカー等が展示ブー

スを構え、「ITSスポットサービス（DSRC）」

の今後の展開やEco、RFID、画像処理・

認識等に関する展示が目立ちました。

■Technical Visit（技術ツアー）

会議の開催に伴いTechnical VisitはTV1～TV5の5ツアーが用意され、ORSEはこのうち以下の「PLUS 

Traffi  c Monitoring Center and Malaysian Highway Authority Traffi  c Management Center」のツアー

に参加しました。

ORSE参加者（ITSフォーラム会場前にて）

展示会場の様子
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PLUS交通監視センター、MHA交通管理センター視察

PLUS社は、タイ国境からマレー半島の西側を南下し、シンガポールとの国境を結ぶNorth-South 

Expresswayを中心に運営管理しており、交通情報の収集、加工、提供や、お客様対応を行っている

交通監視センターを視察しました。

また、MHAでは各有料道路事業者から提供される道路交通情報を集約・一元管理し、高速道路ネッ

トワークのリアルタイム監視することのできる交通管理センターを視察しました。

３．ベトナム訪問

アジア太平洋地域ITSフォーラム終了

後、ベトナムに移動し、ベトナム高速道

路公団（VEC）とビエティンバンクを訪

問しました。

訪問先は、㈱オリエンタルコンサルタ

ンツ　ハノイ事務所のCHU MINH HOI

さんのご仲介の下、最初にベトナム高

速道路公団（VEC）を訪問し、同社社長

MAI TUAN ANH氏および技術環境管

理課長　LE QUANG HAO氏より、ベ

トナムにおける高速道路建設の現状と計

画についてご説明を頂きました。ご説明

によりますと、ベトナムにおける高速道路は、現在、北部ハノイで30km、南部ホーチミンで30kmの開

通にしか至っていないが、2015年までに北部～中部（ダナン）～南部の間において600kmの開通を予定

しており、さらに国全体の建設計画として2030年までに約2,800kmの開通を予定していること。また、

通行料金はVECが決定のうえ、車種別に定額料金を徴収しており、将来的には対距離料金の徴収を検

討していること。なお、通行料金の徴収業務は、関係銀行が道路別に行っているとのことでした。

VEC訪問後、道路料金施設への投資銀行であるビエティンバンクを訪問し、同行副社長DANG THI 

THU PHUONGさん、課長DANG VU HIEP

氏から通行料金徴収の現状、今後の課金システ

ムのあり方について情報交換をしました。有料

道路自動料金収受システムについては、海外企

業から多くのプレゼンを受けているとのことで、

パッシブ方式、赤外線方式等を検討しており、

日本のアクティブDSRCにも興味を示されてい

ました。これらの訪問先を通じて感じられたこ

とは、若い世代がベトナムの将来を背負ってい

る印象を持ちました。

VEC社長ANHさん（中央）と課長HAOさん（左端）と

副社長Phuongさん（右から2人目）と課長HIEPさん（右端）と
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昨年より高速道路上でITSスポットサービスが開始され,広域な道路交通情報や安全運転支援情報など

の情報提供サービスが行われておりますが、将来のサービスとして、ドライブスルー等での決済サービ

スの実現がキラーコンテンツとしての期待が高く、このたび実際のマクドナルドの店舗を利用してドラ

イブスルー実証実験が行われ、当財団からも試乗体験をする機会がありました。
 

ドライブスルーに入る実験車両 実験車両にメニュー提供を行うDSRC路側機

DSRC路側機

（財団法人　道路新産業開発機構のマスコミ向け広報資料より関連情報をご紹介）

財団法人「道路新産業開発機構（HIDO）」は、日本マクドナルド株式会社の協力のもと、民間企業25

社と共同によるITS（高度道路交通システム）スポットを利用したドライブスルー実証実験を行いました。

今回のドライブスルー実証実験は、マクドナルド「つくば研究学園店」において実施され、同店舗にITS

スポット等の実験設備を導入し、3月5日（月）から3月16日（金）の期間、テスト車両を使いドライブスルー

利用時の検証を行いました。

実証実験のコンセプト

■　世界初、カーナビゲーションによるメニュー注文などのドライブスルー実証を体験

■　普段お使いのクレジットカードを車載器に挿入することにより、ハンズフリーでキャッシュレス

決済サービスが可能

■　路車間無線通信技術により、広告、注文、決済などドライブスルー業務の効率化を実現

〈ITSスポット通信を利用したドライブスルー実証実験　概略〉

日時：2012年3月5日（月）～3月16日（金）の内、平日の10日間行われた。

場所：マクドナルド「つくば研究学園店」　（住所：茨城県つくば市研究学園C29街区1）

内容：ITSスポット通信を利用したドライブスルーサービスの実証実験

１．商品やキャンペーン情報のカーナビゲーション画面への配信

２．メニュー選択画面をカーナビゲーション画面に表示し、画面上でオーダー入力

３．店舗の「オーダーボード」の位置で、カーナビゲーションにより入力済みのオーダー情報の

店内への取り込み

４．カーナビゲーション画面とITSを利用したクレジットカード決済

ITSスポット通信（DSRC）を利用したドライブスルー実証実験が実施されるITSスポット通信（DSRC）を利用したドライブスルー実証実験が実施される
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共同研究参画：27社（自動車メーカー、カーナビゲーション会社、決済金融機関など）

ドライブスルー実証実験共同研究の概要

■　目的

ドライブスルーサービスでは、店舗外でカーナビゲーションを利用して注文を事前登録し、店舗

内では注文確定からクレジットカードによるキャッシュレス決済及び商品受け取りを　スムーズに

且つスピーディに行うなどサービス時間の短縮及びお客様の利便性向上を目的としております。

今回の実証実験では下記の事項を実現できるシステムの検証を行う。

①　注文（店舗外での事前注文登録、店舗内での注文確認・確定）

②　クレジットカードによるキャッシュレス決済

③　新しいPR（動画・音声配信、クーポン配信等）

■　実証実験システム概要

今回、つくばにおけるドライブスルーでの決済サービスの実証実験には、マスコミ、国関係、

共同研究に参画している25社の関係者、関係団体等から多数試乗体験されております。テレビ

報道や新聞にも多く取り上げられ、今後は、実用化に向けて1日も早く街中のドライブスルーで

の決済が実現することが期待されます。

ORSE 2012年5月　< 6 >



「ETC安心ガイドブック」の発刊「ETC安心ガイドブック」の発刊

＜ ISMS継続審査に合格＞＜ ISMS継続審査に合格＞

ETC利用者に接するスタッフへETCの正しい理解を深めるため、ETCのメリット、利便性、料金制度、

安全利用、将来性等をわかりやすく解説した「ETC安心ガイドブック」をETC運用連絡会議普及分科会

並びにセットアップ事業者連絡会と連携して制作し、セットアップ店等のETC関連のスタッフへ配布し

ました。

また、ETCセットアップ管理/情報サイトでもPDFファイルによる掲載を行いセットアップ店のスタッ

フがいつでも閲覧・印刷できる環境も整備しています。

日本の有料道路は多くの道路事業者により運営・管理されており、料金も均一料金・対距離料金な

どいろいろな料金体系があります。しかし、日本のETCシステムの規格は統一されているため、お客

様は全ての有料道路で共通にご利用できます。全国の有料道路で共通のETCシステムを導入するには、

プライバシー保護や確実な料金収受の為の共通ルール（情報安全確保規格の提供等）が必要になります。

当財団では、情報安全確保規格の提供並びに鍵発行及びセットアップ業務などのセキュリティ管理シ

ステムを管理・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16年2月に

情報セキユリティマネジメントシステム規格である英国規格 BS7799－2：2002及び国内規格のJIPDEC 

ISMS　Standard　Ver,2.0を認証取得しました。

その後、平成17年10月14日には、英国規格 BS7799－2：2002が国際規格として採用され、ISO／

IEC27001：2005として発行されたことから、当財団におきましてもISO／IEC27001：2005に移行する

2012年5月　< 7 > ORSE



項　　　　目 2012年4月末現在

セットアップ件数（累計） 48,465,070
(487,104)

セットアップ事業者数 397
(29)

セットアップ登録店 26,598
(1,812)

車ＳＡＭ用鍵発行件数（累計） 42,230,945 

ＥＴＣカード用鍵発行件数（累計） 101,689,803 

◆その他、有料道路事業者等に料金徴収設備用鍵発行

＊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

第４０号より、セットアップ店数は、｢契約手続完了件数｣から、ORSEホーム
ページ掲載の集計に倣い、｢ホームページ掲載店数｣に変更しました。

セットアップ完了件数と
セットアップ登録店数推移グラフ
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ことが求められました。

このため、平成18年6月には、認証登録後第一回の更新審査に併せ移行審査も受けて、国際規格

ISO/IEC27001：2005及び日本工業規格JISQ 27001：2006へ移行しました。

平成22年1月には第2回めの更新審査を受け、組織のセキユリティマネジメントが認証基準の要求事

項に適合していることが認められました。

今年の2月には、継続審査を受け、その結果当財団のシステムがISMS認証基準に基づいて継続的に

有効に維持運用していることが確認されました。

今後とも当財団は、セキュリティ財団として、情報セキュリティの維持向上に努めてまいります。

ORSE業務データの概要ORSE業務データの概要

、 は財団法人道路システム高度化推進機構の登録商標です。 平成24年5月発行
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