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一般財団法人 道路システム高度化推進機構
● 第 20 回 ITS 世界会議東京 2013 に参加
● セットアップ事業者連絡会「福井地区タウンミーティング」の開催
● 平成 25 年版ＥＴＣ便覧の発刊
● ORSE 業務データの概要

第 20 回 ITS 世界会議東京 2013 に参加
10 月 14 日から 18 日までの 5 日間、第 20 回 ITS 世界会議が 9 年ぶりに日本で開催され、65 か国・地域
から 238 団体が出展し、2 万人を超える参加者数を記録しました。ORSE も参加し、関係団体との共同
展示やセッションでの発表などを行いました。
以下に、開催概要及び ORSE の展示内容等を報告します。

１

開催概要

1.1

会議コンセプトと開催テーマ
今回の ITS 世界会議は、Open をキーワードとする以下

の 4 つのコンセプトで開催されました。また、開催テー
マを Open ITS to the NEXT として実施されました。
Open platforms
Open connectivity
Open opportunities
Open collaboration

1.2

開催結果（主催者発表）
開催期間

2013 年 10 月 14 日（オープニングセレモニー）
2013 年 10 月 15 日（開会式）〜 10 月 18 日（閉会式）

開催場所

東京ビッグサイト（主会場）

参加国・地域数

65 か国
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出展者数

238 社 / 団体（国内 114、海外 124）

参加者数

20,691 人

ORSE の展示内容

2.1

展示場所
ORSEは、アトリウム内の国土交通省のブースにおいて他の関係機関とともに展示を行いました。
ブース内で展示した省庁、会社、団体は以下のとおりです。
国土交通省道路局
国土交通省国土技術政策総合研究所
東日本高速道路（株）
中日本高速道路（株）
西日本高速道路（株）
首都高速道路（株）
阪神高速道路（株）
JICE（国土技術研究センター）
HIDO（道路新産業開発機構）
DRM（日本デジタル道路地図協会）
ORSE（道路システム高度化推進機構）

2.2

パネル展示、パンフレット等の配布

2.2.1

パネル展示

ETC の経済的効果、社会的効果、スマートインターチェンジの導入効果、ETC の多目的利用の
事例（実施済みの事例、今後想定される利用例）をパネルで紹介しました。

ORSE

2013年12月

<3>

2.2.2 パンフレット、チラシの配布
ETC の経済的効果、社会的効果、ETC の多目的な利用事例などを紹介した ETC パンフレット
（和文版、英文版）
の他、ETC 割引ガイドブック、ETC お役立ちハンドブック、ORSE パンフレッ
ト
（和英併記版）、ETC便覧の案内チラシをブース内で配布しました。以下に配布したパンフレッ
トの一部を示します。なお、上記のパンフレット、チラシをご希望の方は、ORSE までご連絡
ください。

３

ORSE の論文発表（発表タイトル：
「日本における ETC の普及とその波及効果」）
ORSE は、10 月 16 日に「日本における ETC の普及とその波及効果」というタイトルで論文発表を行

いました。
今回は、ETC が創出した市場（路側インフラ、車載器、カード）を中心に発表し、ORSE 及び日本
の ETC に対する認知度を高めるうえで有意義なものとなりました。
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セットアップ事業者連絡会「福井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、11 月 8 日（金）
、福井県福井市で「福井地区タウンミーティング」を開催
しました。セットアップ事業者連絡会では、地域に密着した ETC 普及促進活動を目的に、現地の道路事
業者様と事業者様、セットアップ店様との意見交換の場として毎年各地においてタウンミーティングを
開催しており、今回で 9 回目となります。
当日は、タウンミーティングに先
立ち、福井地区の事業者様、セット
アップ店様と事業者連絡会幹事メン
バー一行は、中日本高速道路（株）
様のご厚意により、平成 26 年度に
開通予定の舞鶴若狭自動車道（小浜
IC 〜敦賀 JCT）の工事現場を視察さ
せていただきました。当該区間は、
近隣に工業団地を有し、若狭湾を
望む観光スポットでもあるため、地
元からも産業の活性化に寄与する
と完成が待たれています。視察中は、
中日本高速道路（株）敦賀工事事務
所 宇野所長様から当該区間に採用された技術など、詳しいご説明をいただきました。写真の笙の川橋
は、JR 北陸線、国道 8 号線、高圧送電線などをまたぎ、強風となることも多い場所とのことで、工事に
ご苦労されていると言うご説明がありました。また、環境への配慮のため、インクラインと呼ばれるケー
ブルカーのような設備で樹木の伐採をせず、橋脚付近まで資材等を運搬されていました。参加の事業者様、
セットアップ店様も嶺南地域（福井県南部）における ETC の普及につなげるべく、熱心に説明を聞いて
おられました。

その後、福井市内のホテルにて、
46 名が参加し、タウンミーティング
を開催しました。冒頭、セットアッ
プ事業者連絡会を代表して（株）オー
トバックスセブン重山代表幹事から
挨拶があり、ORSE より最近のセッ
トアップ実績（ETC セットアップ件
数の年次別推移、ETC 都道府県別
普及状況など）や事業者連絡会の活
動状況について報告を行いました。
その後、中日本高速道路（株）様よ
り、福井エリアにおける ETC の利
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用状況、割引キャンペーンについての説明をいただきました。続いて行われた意見交換では、道路会社
様へは、舞鶴若狭自動車道開通時のイベント等の実施について、当該区間への ITS スポットアンテナの
設置計画などの質問がありました。また、ORSE に対してセットアップに関するご意見やご質問をいた
だきました。頂戴したご意見は、今後の活動に反映させていきたいと考えます。
タウンミーティングの後に行われ
た懇談会では、地元セットアップ店
を代表して福井県自動車整備商工組
合 常務理事 和田様にご挨拶をいた
だいた後、参加者による懇談が和
やかな雰囲気の中で行われました。
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、道路会社様と事業者
様、セットアップ店様との意見交換
の場を提供していきたいと考えてお
ります。

平成 25 年版ＥＴＣ便覧の発刊
ORSE では、ETC サービス開始以降の ETC に関
する説明資料や統計資料をまとめ、さらに ETC の
開発や今後の展開、諸外国の ETC システムの実態
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ETC のサービス開始から昨今の ETC
に関する情報を海外も含めて掲載

調査等の資料を加え、日常の業務や研究に広く活用

内 容
１．ETC の概要
ETC のしくみ、ETC 車載器・セットアップ・ETC カード・
ETC 料金所、ETC の利用
２．ETC の開発と運用
ETC の開発と整備の歩みや標準規格の制定、セキュ
リティ、相互接続性試験、ETC 商標等を掲載
３．ETC の構成機器
ETC 料金徴収設備、ETC 車載器、ETC カード等
の概要を解説
４．ETC 車載器のセットアップ
セットアップ事業者等セットアップに関する情報を掲載
５．ETC の普及状況及び導入効果
ETC 料金所の整備状況、ETC の利用状況やセッ
ト
アップ件数、車載器の市場価格、導入効果等を掲載
６．ETC の普及促進策
割引制度、助成制度、広報活動等の ETC 普及促
進策の概要を紹介
７．多目的利用サービスの動向
利用車番号サービス、ITS スポットサービス等の動向
を紹介
８．諸外国の ETC
諸外国の ETC 概要や導入事例、国際標準化等に
関する情報を掲載

されることを願って、
「ETC 便覧」を年鑑形式で刊
行しています。
今年も「平成 25 年版 ETC 便覧」を発刊しました。
内容は、1 章 ETC の概要、2 章 ETC の開発と運用、
3章 ETCの構成機器、4章 ETC車載器のセットアッ
プ、5 章 ETC 車載器の普及状況及び導入効果、6 章
ETCの普及促進策、7章 多目的利用サービスの動向、
8 章 諸外国の ETC、参考資料として、ETC システ

ETCに関することを情報を図、写真、グラフや表で
わかりやすく説明しています。
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購入ご希望の方は、下記の申込書にご記入の
上、下記委託先へFAXでお申し込みください。
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ム利用規程や ETC 総合年表、用語集等も記載して
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おります。皆様の業務、研究にぜひご活用ください。
なお、購入については、ORSE ホームページをご覧
ください。（http://www.orse.or.jp/）
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ORSE 業務データの概要
項

目

2013 年 11 月末現在
57,896,250
(657,969)

セットアップ件数（累計）

385
(29)

セットアップ事業者数

27,436
(1,880)

セットアップ登録店
車ＳＡＭ用鍵発行件数（累計）

49,347,945

ＥＴＣカード用鍵発行件数（累計）

121,292,698

◆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
セットアップ件数

セットアップ店数
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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。
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