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● 一般財団法人への移行のお知らせ

● 第38回理事会及び第36回評議員会の開催

● ETC運用連絡会議総会の開催

● 第13回セットアップ事業者連絡会総会の開催

● ITSアメリカ総会（ナッシュビル）調査レポート

●「ETC総合情報ポータルサイト／スマホ版」4月15日オープン

● ETC割引ガイドブックの制作と配布

● ETCお役立ち！ハンドブックの制作と配布

● ISMS再認証審査に合格　　　　　　● ORSE業務データの概要

平素は当機構の活動につきまして、格別のご高配を賜り厚くお礼を申し上げます。

さて、財団法人道路システム高度化推進機構は、新公益法人制度に対応するため、一般財団法人への

移行手続きを進めてまいりましたが、この度内閣総理大臣の認可を得て、平成25年4月1日より一般財

団法人道路システム高度化推進機構へ移行することになりましたので、お知らせ申し上げます。

当機構は、平成11年9月に建設大臣（当時）の許可を頂き設立されましたが、当時の道路交通の発展は、

利便性向上など国民生活を豊かにする一方で、交通事故の増加、交通渋滞の慢性化、大気汚染・騒音な

どによる環境の悪化といった諸問題を引き起こしていた状況の中で、有料道路における料金所の渋滞解消、

キャッシュレス化によるドライバーの利便性の向上等を図る有料道路自動料金収受システム（ETC）の業

務を行う公益法人として設立されました。

今では、およそ2台に1台の割合の車両がETC車載器を搭載している状況となっており、高速道路に

おけるETC利用率も88.3％に達するなど、ETCは高度な道路交通システムを支える最も重要な社会イ

ンフラの一つとして定着してきました。

当機構は、一般財団法人移行後もさらに役職員が一丸となり、国土交通省をはじめ全国の道路事業者、

ETCに関係する団体、民間企業の皆様のご指導とご協力を頂きながら、今後ともETCの普及促進など

に努め、道路を利用される皆様の利便性の向上等に取り組んで参りますので、よろしくお願い申し上げ

ます。

一般財団法人への移行のお知らせ一般財団法人への移行のお知らせ



平成25年3月27日（水）午後3時から第38回理事会が、3月29日（金）午前10時30分から第36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25年度事業計画書案及び平成

25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。

平成25年度においては、識別処理情報発行事業の確実で安定した運用を目指し、災害対策の強化や、

国土交通省及び有料道路事業者等と連携したETCセキュリティの更なる高度化、セットアップシステム・

発行システム等の充実などを効率的に進めることとしております。

また、前年度に引き続き、セットアップ事業者及びセットアップ店と協力して、セットアップ料金の低

廉化を目指し、「ETC普及促進キャンペーン」としてセットアップ情報発行の全額還元を継続することと

しています。

併せて、ETCの円滑な運用を確保するため、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、標準化、普及促進活動、情報収集・公表等の事業を推進することとしてい

ます。また、既存ETC車載器で民間の駐車場等の料金決済等を行うための利用車番号照会・提供サー

ビスを継続実施するとともに、同サービスの拡大に向けての研究や支援を行うこととしています。

また、理事会及び評議員会への報告事項として、平成24年度の業務実施状況、一般財団法人への移

行手続きの状況などについて、報告をしました。

第 38回理事会及び第 36 回評議員会の開催第 38回理事会及び第 36 回評議員会の開催

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14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24年度活動報告と平成25年度活動計画が報告されました。

また、平成25年度より、新型ETC車載器等への移行を見据え「車載器・カード移行検討分科会」を新

たに設置することとなりました。

【各分科会の平成24年度の主な活動】

技術検討分科会 ・「ETC車載器標準仕様書」を改定し、ETCカード適用規格の変更、廃止規
格の対応及び車載器指示情報に対する車載器動作を見直し。
・セットアップ情報の品質向上とセットアップ作業の効率化に向け、新型
ETC車載器より車載器本体・パッケージ等へチェックデジット付与を検討。

相互接続性分科会 ・相互接続性試験装置改修に合わせた「相互接続性試験要領書」改定案を検討・
とりまとめ。
・新型ETC車載器等への移行に伴う相互接続性試験への影響を調査。
・車載器メーカ自主走行試験の運用を見直し。
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普及分科会 ・国や道路事業者等のETC関連事業者が発信するETCに関する各種施策等
の周知について協力して広報を展開。
・セットアップ事業者連絡会とも連携して、利用者向けの「ETCお役立ち！
ハンドブック」、「ETC割引ガイドブック」及びセットアップ店スタッフ向
けの「ETCスタッフ必携活用ハンドBOOK」を作成、配布。
・ETC総合情報ポータルサイトのスマートフォン向けサイトを制作、開設し、
外出先での情報提供を実現。
・ETCに関する問い合わせ対応でのたらい回し減少を目指した「ETCに関
する問合せ対応 基本的なQ&A集」をブラッシュアップし、関係各社の問
い合わせ窓口へ配布。

【各分科会の平成25年度の主な活動計画】

技術検討分科会 ・ETC開発・運用におけるこれまでの検討課題（検討経緯・内容・結果等）
を整理及び情報共有をはかるとともに、改善すべき項目について検討。
・平成24年度より試行中の新規開発ICカードの確認スキームに関し、道路事
業者より状況等を確認、情報共有を行うとともに、「新規開発ETCカード
の確認試験 実施要領書」の改定を検討。

相互接続性分科会 ・新型ETC車載器等への移行に伴い、相互接続性試験要領書の改定案をとり
まとめ。
・車載器自主走行確認における路側機情報の提供方法等について見直し。

普及分科会 ・国や道路事業者等のETC関連事業者が発信する各種施策の周知について協
力して広報を展開。
・「ETCお役立ち！ハンドブック」「ETC割引ガイドブック」の改訂、「ETC
総合情報ポータルサイト」の内容刷新など、一般利用者の立場に立った広
報を展開。
・ITSスポット対応車載器や二輪車ETC車載器を含めたETCの普及促進活
動の推進。

※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会議体。

ORSE 2013年5月　< 3 >



第13回セットアップ事業者連絡会総会が5月15日、東京都千代田区のグランドアーク半蔵門ホテルに

て開催されました。総会には、41セットアップ事業者（約60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、一般社団法人 ITSサー

ビス推進機構様にご出席をいただきました。

総会のはじめに重山代表幹事（㈱オートバックスセブン）より「昨年はエコカー減税の効果などによる

新車需要の増加もあり前年比でセットアップ件数も増加し、ETCの更なる増加に明るさが見え始めた年

でした。本年10月には「ITS世

界会議東京」の開催も予定され

ており、新たなITSの飛躍の年

になることが期待されます。セッ

トアップ事業者連絡会としては、

今まで以上にETCの適正な運

用並びに更なる普及促進に取り

組んでいきたい。」との挨拶が

ありました。続いて、各分科会

から平成24年度の活動報告と

平成25年度の重点活動の発表

が行われました。

【平成24年度の主な活動実績】

業務改善分科会 ①　「ETCセットアップ管理/情報サイト」の活用促進
普及促進キャンペーン申請のWeb化／統括責任者講習会の申請Web化およ
び応募状況、過去の受講履歴の検索照会機能追加／画面レイアウトの改善
／サイトへのEメールアドレス登録を推進

②　セットアップシステムの機能改善
抽出済み課題のシステムへの反映／誤操作防止、利便性向上

③　函館地区タウンミーティングの開催（平成24年11月2日）

CS分科会 ①　道路会社様・ORSEと連携したETC適正利用に向けた啓発活動の実施
再セットアップを含むETC適正利用や割引などの有益情報をまとめた各種
広報物の制作・配布協力

②　DSRCの適切な情報提供や販促活動の支援
　　ISPA様との連携強化を図り広報物制作および配布協力
③　ETCの最新情報の提供とセットアップ業務の更なる知識向上のため、「ETC
スタッフ必携活用ハンドBOOK」をETC運用連絡会議普及分科会と連携し
て制作協力し、各セットアップ店へ展開

第 13回セットアップ事業者連絡会総会の開催第 13回セットアップ事業者連絡会総会の開催
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【平成25年度の重点活動】

業務改善分科会 ①　ETC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
　　ペーパーレス化の推進／使い易さを追求した機能強化および追加
②　セットアップシステムの機能改善
③　タウンミーティングの開催など

CS分科会 ①　「ETCスタッフ必携活用ハンドBOOK」のセットアップ店での活用状況の
確認およびそれを元にした改訂。ETCの適正運用を目的とした各種情報提
供など

②　地域の特性に合わせた車載器の普及促進

分科会活動の報告に続き、来賓を代表して国土交通省高速道路課川原室長様よりご挨拶をいただき、

続いて各高速道路事業者様からは、各社のETC利用状況報告とETC関連施策などが紹介されました。

ORSEより、平成24年度の総セットアップ件数は597万件とほぼ平年並みの件数が達成できたこと、また、

本年4月9日には累計5,400万件を突破したことを報告しました。また、セットアップ事業者様、セットアッ

プ店様のご協力をいただき、セットアップ料金低減策として「ETC普及促進キャンペーン」について継続

していくことをご説明いたしました。

また、一般社団法人 ITSサービス推進機構様より、平成24年度のDSRCセットアップ事業者、セットアッ

プ店登録実績、セットアップ実績及び普及促進活動報告が行われました。

質疑応答では、出席者よりセットアップシステム改修により、他店セットアップについてもセットアッ

プ情報が検索可能となったことについて、その操作方法についての質問や、本年3月末に新たに制作し

た「ETCスタッフ必携活用ハンドブック」の増刷を求める声もありました。全体を通した質疑応答では、

ITS推進関連予算に絡む普及促進策についての質問や、現在のETC割引の延長や、DSRCの普及促進

のためにDSRC専用割引の検討を求める意見も出されました。

最後に、平成25年度のセットアップ事業者連絡会幹事の選任が行われ、本年新たに立候補した本田技

研工業㈱を加え、10事業者が選任されました。（再任事業者：㈱オートバックスセブン、㈱コシダテック、

㈱シーケー販売、㈱デンソー、トヨタ自動車㈱、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㈱、三菱重工業㈱、矢崎エナジーシステム㈱）

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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本年4月にテネシー州ナッシュビルで開催された“ITS アメリカ2013年総会”に参加しましたので、そ

の内容を報告いたします。

【会　　期】　4月21日 （日）～24日 （水）　

【会　　場】　GAYLORD OPRYLAND（米国）

【テ ー マ】　現実の進歩と大いなる未来

（ITS : Real Progress, Great Future）

【参加者数】　約2,000人

【出展者数】　112企業／団体

今回の総会はテーマに有る様に－ ITS：現実の進歩と大いなる未来 －、ITSの実用化に向けたアメリ

カの意気込みが強く感じられるものでした。

初日の21日は日曜日であったことも有り、入場手続きやテネシー州DOT長官のラウンドテーブルな

どのイベントが中心であり、翌日の22日が展示場オープンを含めた実質的なスタートでした。

オープニングセレモニーはITSアメリカPresident＆COO David St. Amant氏を議長にKarl Dean ナッシュ

ビル市長の挨拶から始まり、渡邉ITSジャパン会長のITS推進に対する熱い決意と本年東京で開催され

るITS世界会議への意気込みの披露を初めとする各界からの挨拶がありました。

展示は“実用化”が強く意識された為か、監視カメラと画像認識によるトラフィック管理やセキュリティ

監視、スマートホンアプリケーションとしてのナビゲーションシステム、クラウドを利用した各種ソリュー

ションなど、既知の技術を組み合わせた出展が多く見受けられました。

また、U.S.DOTはかなりのスペースを割き、“ITS Training”と呼称してITSのエキスパートづくりに

向けた訓練のPRに力を入れていました。ITS全般、特に、Connected Vehicleの理解、実用化に向けた

実証実験等の状況、実用化の実績等、ITS関係者以外も含め幅広い認知活動を本格的に始めたものと思

われます。

セッションでは、安全・渋滞・環境・マルチモーダルに関するものが多く開かれていましたが、特に

今回のホットなテーマとして“Connected Vehicle ”と“Mileage-Based User Fees（MBUF）：走行距離税”

があげられます。

Connected Vehicle では“V2V（Vehicle To Vehicle）”と“V2I（Vehicle To Infrastructure）”に関する

事柄が多くありましたが、特に“無線通信周波数”について興味深いものとして、Wi-Fiとの周波数の

共有化の話題がありました。これはFCC（The Federal Communications Commission）が本年2月に5.9GHz

帯の共有化提案とそれに対する意見書の公募を発表した事にあります。DOTをはじめとするITS関係

者は今回の動きに強い危機感を持っており、DSRCを安全に利用するために専用帯域の重要性を意見書

として提示した模様です。

DSRCはConnected Vehicle （旧称IntelliDrive）を構成するコア技術の一つであり、今後もその動向

を注視する必要があります。

セルラーも広帯域性などその技術革新の進展と、基地局による位置情報の活用など、ITSにおけるア

ITS アメリカ総会（ナッシュビル）調査レポートITS アメリカ総会（ナッシュビル）調査レポート

展示会の様子
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クセスラインとしての研究が進められている所です。セキュリティ、通信コスト、アプリケーションによっ

ては個人の端末以外にもう一台専用端末が必要になる等の課題もありますが、そのカバーエリア、端末

の普及、Webの利用など検討が進められています。

また、車に各種情報機材が積まれる事による、サイバー攻撃等に対するセキュリティ対策の重要性に

ついて提言がありました。

Mileage-Based User Fees（MBUF）：走行距離税について、各州のDOTを主体に活発な発表と意見

交換がなされました。

現在、米国における道路予算は、燃料税（ガソリン税等＝目的税）を主体に構成されていますが、

1993年以降その税率はインフレ等の反映も増税もなされず、慢性的な財源不足に陥っています。

また、近年のEV、PHVに代表される省エネルギー車の出現により、ガソリンの消費が少なくなり、

将来の更なる財源不足が想定される事と道路の走行に対して税負担がアンフェアである、と言う理由か

ら走行距離に比例して税を徴収するMBUFの議論が活発化しています。

2002年頃からその研究はスタートしていますが、オレゴン州、ミネソタ州と言った先進州のパイロッ

ト実験等の結果が出つつあり、連邦政府も大いに興味を持って議論を進めているテーマとなっています。

システムや制度設計の統一したものはまだ無いようですが、「走行距離のデータ測定・収集方法」「走

行距離税の徴収方法」「データ保護方法」「コスト低減方策」「歳入の使途」「脱税防止策」「州間での設営方式」

等各州の実験等で検証を進めている段階にあります。

今年のオレゴン州議会における走行距離税の法案の成立如何、その成立の際には他州の動向、連邦政

府の検討動向、2014年1月のTRB総会（TRB: Transportation Research Board）の州、連邦、研究機関

等の動向報告の内容などは今後の焦点であり、引き続き注視する必要があります。

尚、ITSアメリカ参加後に、ミネソタ州の走行距離税パイロット実験を進めているミネソタ大学を訪問

しました。現在、実験結果を分析している最中であり、積極的な意見交換をする事が出来ました。約500

台の専用セルラー端末を配布し、ミネアポリス市内を中心に行った実験ですが、各種課題に対する生のデー

タが参加者からのヒアリング等も含め、集約されつつありました。

また、その際、日本のETCの普及とDSRCを含めた将来の可能性について、大きな関心が寄せられ

ました。

ORSEからの参加者は左側３人
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ITSアメリカに話を戻すと、次の2つのテクニカルツアーに参加しました。

①　「テネシー州DOT Region 3 交通管制センター･ツアー」

テネシー州にある交通管制センターで、州内の交通状況を管理しているところで、スマート・ウ

エイシステム（テネシー州の高度道路交通システム）を活用し交通状況を提供していました（通行台数、

目的地までの所要時間、渋滞情報、事故情報など）。

状況に応じて変わる交通掲示板 交通管制センターの様子

②　「ナッシュビルMTA（Metropolitan Transit Authority）ツアー」

ナッシュビルMTAは、ナッシュビルとディヴィッドソン郡から成る地域政府内のひとつの組織であり、

次のサービスを提供しています。

・公共交通サービス

・補助交通サービス（ローカル、高速、シニア等へのdoor-to-door交通）

具体的には、ナッシュビル中心部とディ

ヴィッドソン郡を結ぶ44バス路線の運営

（平日の平均乗降数は約3万人）と、RTA

（Regional Transportation Authority）との

業務提携による周辺部へのバスおよび鉄道

の運営管理サービスの提供であり、その運

行状況の監視および無線による指示/配車

（door-to-door交通等）などの様子を視察

しました。

以上が“ITS アメリカ2013年総会”を中心に足早に回ってきた報告となりますが、議論が先行してき

た感のあるアメリカのITSが、実用化に向けて真剣に取り組もうとする意気込みが強く感じられた出張

となりました。

ナッシュビルMTAの様子
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「ETC総合情報ポータルサイト／スマホ版」4月15 日オープン「ETC総合情報ポータルサイト／スマホ版」4月15 日オープン

『ETC総合情報ポータルサイト』では、国土交通省や有料道路事業者等から発信されるETCに関する

各種情報（割引情報、安全な利用など）を一元的にまとめて掲載し、インターネットを通じて効率的に利

用者へのわかりやすい情報発信に努めており、平成24年度のポータルサイトへの訪問者数は約356万人

に達している。

さらにスマートフォンの普及を踏まえ、外出時等でも最新の情報へのアクセスを可能にするためポー

タルサイトと連動するスマートフォン対応サイトを構築し4月15日に運用開始した。「スマホ版サイト」

では、従来からのポータルサイトのコンテンツに加えETC割引制度を簡単に調べられる「ETC割引ガ

イド機能」や「高速道路料金検索」、「高速道路渋滞検索」など、高速道路利用時にすぐ使える実用的な機

能を追加しています。

ETCをとことん活用できる情報満載です。ぜひ、スマートフォンでアクセスしてみてください。

ETCスマホ専用サイト　http://www.go-etc.jp/smp/
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ETC割引ガイドブックの制作と配布ETC割引ガイドブックの制作と配布

「ETC割引ガイドブック」は全国の道路事業者の

複雑なETC料金割引制度を網羅して利用者に分か

りやすく説明したもので、ETC割引制度の変更が

ある度に改定して、「ETC総合情報ポータルサイト」

に掲載しています。利便性の高いガイドブックのブッ

ク版を要望するユーザーが多いことから、2013年4

月版として従来の最新割引制度の解説に加え、広

島高速道路の割引制度を新たに追加し、また、最

近各社から提供されているETC限定周遊割引等の

企画割引やETC総合情報ポータルサイト スマホ版

サイトの紹介等を盛り込んだブックを100万部印刷

し、セットアップ店等を通じてETC利用者に配布

しました。

また、ETC総合情報ポータルサイトでもPDFファ

イルによる掲載を行い利用者がいつでも閲覧・印

刷できる環境も整備しています。
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ETCお役立ち！ハンドブックの制作と配布ETCお役立ち！ハンドブックの制作と配布

ETC利用者向け啓発ツールとして、ETC割引情報やこんな時どうする（Q＆A）等のETCをより活用

していただくための情報をコンパクトにまとめ、同時に新設した「ETC総合情報ポータルサイトのスマー

トフォン対応サイト（スマホ版サイト）」と連携して常に最新情報の提供を可能にする「ETCお役立ち！

ハンドブック」を50万部制作し、セットアップ店等を通じETC利用者に配布しました。

ハンドブックにはスマホ版サイトのQRコードが印刷されており、高速道路利用時でもすぐにスマートフォ

ンで最新の情報にアクセスできる仕組みになっています。

また、ETCポータルサイトでもPDFファイルによる掲載を行い利用者がいつでも閲覧・印刷できる

環境も整備しています。

ISMS再認証審査に合格ISMS再認証審査に合格

我が国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、料金も対距離料金・均一料金な

どいろいろな料金体系があります。しかし、日本のETCシステムは、全国統一システムにより、一台

の車載器で道路会社毎に異なる多様な料金体系や料金割引等に柔軟に対応が可能なことから、お客様は

地方道路公社を含めほとんど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、万全な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。

当機構では、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
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項　　　　目 2013年4月末現在

セットアップ件数（累計） 54,414,893
(589,526)

セットアップ事業者数 393
(30)

セットアップ登録店 27,220
(1,843)

車SAM用鍵発行件数（累計） 46,522,945 

ETCカード用鍵発行件数（累計） 114,484,738 

◆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。
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セットアップ登録店数推移グラフ

ORSE業務データの概要ORSE業務データの概要

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

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24年2月には第3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。

また、平成24年12月には、再認証審査を受け、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。
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、 は一般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25年5月発行


