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合併及び法人名称変更のお知らせ合併及び法人名称変更のお知らせ

この度、一般財団法人 道路システム高度化推進機構（略称ORSE）は、本年9月1日付けで一般社団

法人ITSサービス推進機構（略称ISPA）を吸収合併し、合併後の法人名称を「一般財団法人ITSサービス

高度化機構（略称ITS-TEA）」に変更することをお知らせいたします。

吸収合併により解散する一般社団法人ITSサービス推進機構の権利義務につきましては、当法人が承

継し現状と変わりないサービスを実施して参ります。

今後とも、皆様のご指導、ご鞭撻を賜りますよう宜しくお願い申し上げます。

平成 26年度第 1回理事会、定時評議員会及び第 2回理事会の開催平成 26年度第 1回理事会、定時評議員会及び第 2回理事会の開催

１．平成26年度第1回理事会

5月21日（水）午後3時から第1回理事会が当機構会議室で開催されました。

渡辺理事長が議長を務め、平成25年度事業報告書案の承認、平成25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、一般社団法人ITSサービス推進機構との合併契約の承認、定款の変

更案の承認、平成26年度定時評議員会の招集等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。



２．平成26年度定時評議員会

6月10日（火）午後3時30分から平成26年度定時評議員会が都内で開催されました。

評議員会では泊評議員が議長を務め、平成25年度決算書案の承認、一般社団法人ITSサービス推進

機構との合併契約の承認、定款の変更案の承認、理事11名及び監事1名の選任、評議員2名の選任に

ついて審議が行われ、それぞれ原案どおり承認されました。

併せて平成25年度事業報告書等について報告が行われました。

なお、任期満了に伴う役員の選任の結果、新任の理事として若宮理事、織田理事、東出理事、永塚

理事が選任され、その他の理事の皆様につきましては再任されました。

また、新任の監事として中澤監事が選任されました。

３．平成26年度第2回理事会

6月11日（水）午後2時30分から第2回理事会が当機構会議室で開催されました。

渡辺理事長が議長を務め、代表理事及び業務執行理事の選定について審議を行い、代表理事に渡辺

理事長、岩佐専務理事、業務執行理事に秋山常務理事、若宮常務理事が選定され、6月10日（火）に

開催された定時評議員会の審議結果が報告されました。

合併契約締結の調印式について合併契約締結の調印式について

平成26年5月21日（水）理事会終了後、当機構理事長室

において一般社団法人ITSサービス推進機構（ISPA）との

合併契約締結の調印式が執り行われました。

合併契約の締結は6月10日（火）定時評議員会の決議を

もって承認されました。

役　員　名　簿
（平成26年 6 月11日現在）

役　　　職 氏　　　名 常勤・非常勤
理 事 長（代 表 理 事） 渡　辺　捷　昭 非　常　勤
専務理事（代 表 理 事） 岩　佐　次　夫 常　　　勤
常務理事（業務執行理事） 秋　山　由　和 常　　　勤
常務理事（業務執行理事） 若　宮　正　洋 常　　　勤

理　　　事 榮　元　安　信 非　常　勤
〃 若　林　宏　之 非　常　勤
〃 織　田　心　也 非　常　勤
〃 東　出　康　宏 非　常　勤
〃 榊　原　英　人 非　常　勤
〃 永　塚　誠　一 非　常　勤
〃 設　楽　　　哲 非　常　勤

監　　　事 中　澤　見　山 常　　　勤
〃 高　橋　奈香子 非　常　勤

評 議 員 名 簿
（平成26年 6 月10日現在）

役　　　職 氏　　　名
評　議　員 縣　　　　　清
〃 荒　本　和　彦
〃 井　関　　　司
〃 宇佐見　正　士
〃 内　田　幸　伯
〃 片　桐　勇一郎
〃 島　貫　和　久
〃 田　﨑　忠　行
〃 戸　田　裕　之
〃 泊　　　三　夫
〃 長　澤　小太郎
〃 福　間　哲　也
〃 本　多　　　均
〃 峯　川　　　尚
〃 山　下　秀　二

調印式後の渡辺理事長（左）とISPA小川代表理事
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新任常勤役員挨拶新任常勤役員挨拶

若宮常務理事就任のご挨拶
この度、6月11日付けで尾田さんの後任として、システム、業務担当の常

務理事に就任いたしました若宮　正洋でございます。どうぞよろしくお願い

申し上げます。

私の略歴としましては、1982年に三菱電機に入社以来、システムエンジニ

アとして、主に新事業・新システムの企画・開発に従事し、1994年頃から、

ETC/DSRC、走行支援システム等ITS関連事業にたずさわっております。ノ

ンストップ自動料金収受システムの共同研究参画、千葉地区でのETC試行運

用参画、DSRC活用展開、ITSスポットサービス普及促進、当機構や近く合併を予定していますISPAの設

立等々、ETC/DSRC関連事業において、興味深い貴重な経験を積まさせていただいてきております。

ETCは、今日では、車載器の新規セットアップ件数が4,700万件に届く状況で、いなかの母親でも名

前がわかるシステムになっていますが、ETC運用開始当初はETC名称の周知等PR活動にも注力してい

ました。テレビのクイズ番組で出題され芸能人が回答できるようになったのを喜んだり、料金所をノン

ストップで通過するのをわざわざ子供に見せるためだけにドライブしたり、3年目でようやく100万台

を達成し一安心したことなど思い出されます。

ETCの今後につきましては、2輪車を含めた車載器の更なる普及促進による利用率向上や、従来の

ETCに加え、経路把握やプローブ情報収集、ITSスポットを活用した交通情報提供などが可能となる

ETC2.0の展開が検討されています。ますます重要となる社会インフラとしてのETCの円滑な運用と

更なる普及促進・利用率向上を目指し、利用者の利便性や快適性の一層の向上を図るべく、サービスの

高度化を進めていきたいと存じます。新たな立場に就きましたが、社会に役立つシステムづくりに前向

きに精一杯の努力をしてまいりますので、皆様のご指導ご鞭撻のほどよろしくお願い申し上げます。

中澤監事就任のご挨拶
このたび、賀来さんの後任として、監事に就任いたしました中澤見山でご

ざいます。どうぞよろしくお願いいたします。

私の経歴としましては、1976年に警察庁に入庁以来、交通部門をはじめ

警察の様々な分野で仕事をしてきましたが、中でも、皇宮警察本部勤務など

皇室の護衛警備に比較的長く携わったことは特色かと思っております。警察

以外では、国税庁（税務署長）や国鉄清算事業団等への出向勤務をしました。

警察庁を退職後は、全日本交通安全協会の専務理事を務めておりました。

したがって、ETCは私にとって全く初めての分野となるわけでありますが、これまでの違った分野で

の経験を監事という役割の中で生かして、少しでもお役に立てればと思っております。

ETCは、今や道路交通に安全性と快適性をもたらす重要な社会インフラとなり、その関連技術は、

今後さらに多目的な活用を目指して発展をとげていくと伺っております。

このような重要な時期に当財団に参加させていただけることは大変嬉しく、精一杯の努力をしてまい

る所存です。皆様のご指導・ご支援をよろしくお願いいたします。

ORSE 2014年8月　< 3 >



第 14回セットアップ事業者連絡会総会の開催第 14回セットアップ事業者連絡会総会の開催

第14回セットアップ事業者連絡会総会が5月16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（53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「今日ではETCの累計セッ

トアップ件数も既に6,000万件を超え、全国

の高速道路におけるETCの利用率の90％と

非常に高い水準にございます。この数字は

まさにETCが日本の高速道路におきまして、

無くてはならない大変重要な社会インフラで

あることを証明しているものと感じております。

私共セットアップ事業者におきましても、こ

の日本のITSを支えます『ETCシステム』の

一端に参画をさせて頂いていることに大きな

責任とやりがいを感じる次第でございます。日本のITSは官民一体で進めてまいりました事業でございます。

この事業をより良くするためにも、セットアップ事業者連絡会と致しましては本日ご列席を頂いており

ます関係者の方々と更に連携を深め、普及促進並びに適正な運用に取り組んでまいります。」との挨拶が

ありました。続いて、各分科会から平成25年度の活動報告と平成26年度の重点活動の発表が行われました。

【平成25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／情報サイトの機能強化と活用促進による業務効率化
機能追加（店舗注文機能、アカウント追加機能、セットアップ未通知確認機能、
セットアップ業務に関する教育コンテンツ機能）

②　セットアップシステムの機能改善(アンケートの実施、セットアップシステム稼
働時間延長の試行）

③　福井地区タウンミーティングの開催（平成25年11月8日）

CS分科会 ①　平成24年度に制作した「ETCスタッフ必携活用ハンドBOOK」をセットアップ
店で有効活用するための調査ならびに効果の検証を行い、改善課題を改訂に
反映

②　「ETCお役立ちハンドブック」など各種広報物の配布協力によりお客様への利
便性向上に繋げていく他、ETCの適正利用促進のための周知・啓蒙活動を関
係機関と連携して実施

③　地域の特性に合わせた車載器の普及促進
ITSスポットの多いエリアではDSRC車載器への切換えを利用者に訴求
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【平成26年度の重点活動】

業務改善分科会 ①　ETCセットアップ管理／情報サイトの機能強化と活用促進による業務効率化
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実施により事業者・セットアップ店と道路事業者などの
コミュニケーションの促進

CS分科会 ①　DSRCについては、お客様・販売現場での認知度向上のため適切な情報を提供。
ETCについては、高速道路延伸エリアでの普及、また二輪車ETCの普及拡
大など地域・特性に合わせたセットアップ店の普及促進の取組みを支援する

②　高速道路の新料金制度など各種ETC関連情報について、スタッフの理解を支
援するための情報や広報物を適切に提供し、お客様サービス向上を図る

③　再セットアップ未実施車両などETCの正しい利用促進のため、道路会社様と
連携し、定期的に周知・啓蒙活動を実施する

分科会活動の報告に続き、来賓を代表して国土交通省道路局高速道路課有料道路調整室長の前佛様よ

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25年度の総セットアップ件数は633万件と前年度比106％の件数が達成できたこと、

また、本年3月27日には累計6,000万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25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ETCセットアップ管理／情報サイトの教育コンテンツの追加に対して、具

体的な機能及び活用方法についての質問や、「ETCスタッフ必携活用ハンドブック」の継続的な改訂・配

布を求める声もありました。全体を通した質疑応答では、二輪車ETC車載器の新規購入助成について

の質問や、DSRCの普及促進のためにDSRC車載器の助成の検討を求める意見も出されました。

最後に、平成26年度のセットアップ事業者連絡会幹事の選任が行われ、10事業者が再任されました。

（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㈱、本田技研工業㈱、

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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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（水）に開催され、国土交通省、高速道路会社を含め90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25年度活動報告と平成26年度活動計画が報告されました。

【各分科会の平成25年度の主な活動】

技術検討分科会 ・「ETC車載器標準仕様書」を改訂し、セットアップ情報の品質向上とセットアッ
プ事業の効率化のため、車載器管理番号等のチェックデジットを仕様化。
・運用当初に発生するトラブル情報を共有する為、ETC/DSRC車載器の障害事
例に関するアンケート結果をまとめ、関係者に配布。

相互接続性分科会 ・相互接続性試験装置の改修に伴い、「ARIB STD-T75/TR-T16対応ETC車載
器相互接続性試験要領書」及び「相互接続性試験実施の手引き」の改訂を実施。
・「車載器自主走行確認における路側機情報の提供方法」の見直しを実施。

普及分科会 ・「ETCお役立ち！ハンドブック」、「ETC割引ガイドブック」を改訂しセットアッ
プ店を通じて一般利用者へ配布し、併せてETC総合情報ポータルサイトへも
掲載。
・「ETC安全走行啓発映像」の制作。

【各分科会の平成26年度の主な活動計画】

技術検討分科会 ・ユーザーインタフェースの改善として、ETC及びDSRCを見据えたヒューマン
マシンインタフェース仕様を検討。
・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 ・新システム（改修された相互接続性試験装置）における運用開始後の課題を収
集整理。
・上記にて整理した課題を元に、その対策案を検討。

普及分科会 ・国や道路事業者の発信するETCに関する各種施策の周知について協力して広
報展開。
・「ETCお役立ち！ハンドブック」「ETC割引ガイドブック」等、一般利用者の立
場に立った広報展開。
・「ETC総合情報ポータルサイト」のコンテンツの充実。
・ITSスポット対応車載器、二輪車ETC車載器の普及促進活動。
・道路事業者、セットアップ事業者と連携した安全走行啓発活動。

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、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。
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 第 13 回 アジア太平洋地域 ITS フォーラム　調査レポート 第 13 回 アジア太平洋地域 ITS フォーラム　調査レポート

今回で13回目となるアジア太平洋地域ITSフォーラムが4月28日（月）～30日（水）の3日間、ニュージー

ランド最大の都市オークランドで開催されました。以下に概要を報告します。

１．開催概要
会　　　　期　：　2014年4月28日（月）～4月30日（水）

会　　　　場　：　Aotea Center（Auckland Convention Center 内）

会 議 テーマ　：　“SCORE” (Safety, Choices, Opportunities, Results, Effi  ciencies)

参 加 国 数　：　28カ国

参 加 者 数　：　364名

出 展 数　：　46企業・団体

セッション数　：　21セッション

２．会議概要
今年の会議テーマである“SCORE”は、”Safety：安全”、“Choices：選択”、”Opportunities：チャンス（機

会）”、“Results：結果”、“Effi  ciencies：効果”をあらわしておりITSにおける取組みの中で、キーワー

ドとなる５つのことばを組み合わせSCOREとしています。本テーマに沿っておこなわれた、各セッショ

ンや展示会場では活発な議論や交流がみられました。

オープニングセレモニー Peter Mccombs氏
（ITS　ニュージーランド会長）

会場 外観（Aotea Center） 会場 入り口にて
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（1）セッション

セッションでは、各国で深刻な問題となっている交通渋滞や安全面に対応をするためのプレゼンが

数多くみられ、その中で昨今普及が進んでいるスマートフォンを活用しての情報提供について多くの

発表がありました。またBluetoothを使った交通量測定システムや、日本のセキュリティシステムを

参考にしたナンバー読取による課金についてのプレゼンがありました。日本からの発表では2030年

のITSビジョンを踏まえ、2つを重要なトピックとして「ビッグデータ」と「自動運転」について今後も

継続して研究していきたいという発表がありました。

（2）展示会場

各国の電気メーカーやITソリューションメーカの展示があり、ニュージーランド、オーストラリア企

業からの展示が多く見られました。ITS Japanの展示ブースは、総務省、国土交通省、ITS Japanの

共同展示となっており、それぞれの最新のITS活動状況の展示がされていました。またITS China は

来年「南京」で開催される第14回アジア太平洋地域ITSフォーラムついての紹介をしていました。展

示会場は、各企業の展示をはじめITSニュージーランドの10周年記念行事等も開催され、交流の場と

しても盛況でした。

〈ITS Japan　展示ブース〉

〈HMI AraFlow社（システム機器メーカー）に
質問している様子〉

ITSニュージーランドの10周年レセプション
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（3）テクニカルツアー

4つのテクニカルツアーが開催され、オークランド交通局とニュージーランド交通局が合同で運用す

る道路交通管制センターの視察に参加しました。ここでは、オークランド市の高速道路と幹線道路を

管理・監視し渋滞や事故等の交通情報をラジオ、交通情報盤、Webサイトで公開しています。また

Webカメラにより道路状況の映像を公開し、リアルタイムでの状況を道路利用者へ提供していました。

管制センターへ向かう道中にニュージーランドにおける唯一の有料区間であるノーザン・ゲイトウェイ

有料道路（オークランド北部、区間距離7.5㎞、2.2ドル）を走行しました。この道路は2009年1月に

開通しており、ナンバー読取りによる自動課金を使用しています。

交通管制センター　コントロールルーム（Joint Transport Operations Center）

ナンバー読取用　カメラ

今回のフォーラムでは、安全性の更なる追求、渋滞の緩和・削減、燃料節減、排気ガスの低減等社

会的な負担を少なくした更なる交通ネットワークを発展させていくために、いかにITS技術を高度化

し対応させていくかが今後の課題であることと、各セッションを通じて交通問題を改善するため実用

化に向けた取り組みについての知見を広げることが出来ました。
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 第 10 回 ITS ヨーロッパ会議（ヘルシンキ）調査レポート 第 10 回 ITS ヨーロッパ会議（ヘルシンキ）調査レポート

本年 6月にフィンランドの首都ヘルシンキにて開催されました「第 10 回 ITS ヨーロッパ会議」に参

加しましたので、その概要を報告致します。

１．開催概要
会　　　期　：　2014年6月16日（月）～19日（木）

会　　　場　：　Helsinki Exhibition & Convention Centre（Messukeskus）

テ　ー　マ　：　ITS in your pocket ‒ proven solutions driving user services

参 加 国 数　：　約50か国

参 加 者 数　：　約1,800人

出　展　数　：　55企業・団体

２．会議概要

会場（Messukeskus）外観 ORSE参加者（会場入り口にて）

（1）セッション

セッションは、大小13の会議室において並行して4日間に渡って開催されました。

最も注目度が高かったテーマは「自動運転」に関するものでした。この分野は将来的に大きく発展す

る可能性があり、様々な関心と期待が寄せられています。加えて、各国の研究・開発が最近加速して

いることもあって、関連するセッションには多くの人々が集まり、いずれの会場もほぼ満席に近い状

態でした。セッションでは、追従走行や危険検出等の具体的なアプリケーションを取上げた技術的な

研究だけでなく、法的・制度的課題等まで含めて幅広く議論が行われておりました。また、将来的に

自動運転にもつながる当面の具体的方策の検討として協調ITSに関する発表も多く見受けられました。

これらのセッションを通じて、自動運転に向けた研究開発の推進をリードしていこうという欧州各国

の強い意気込みを肌で感じることが出来ました。

この他のITSテーマにおいては、「ビッグデータ・オープンデータの活用」「道路課金」等のセッション

にも多くの聴講者が集まっていました。

「ビッグデータ・オープンデータの活用」では、移動支援アプリ等のビジネスモデルの検討と、プライバシー
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保護等のデータ活用における課題について熱心な議論がなされていました。

「道路課金」では、汎欧州の課金システムとして導入が期待されるEETS（European Electronic Toll 

Service）に関して、各国間の課金システムの互換性確保等について最新動向が報告されていました。

オープニングセレモニー セッションの様子

（2）展示会場

ETC関係の分野ではKapsch,Q-free, Siemens等のシステム機器メーカ、及びsanef its等の道路会

社、その他にはITソリューション企業及び欧州ITS等の各種団体が多数出展していました。展示内容は、

関連実験のビデオ、管制システム等のデモソフト、また模型を使ったシステムイメージ等、見た目に

もわかりやすいよう、各社が趣向をこらしたものとなっていました。

　　　　　　　　　　　　　　　　

展示会場の様子 展示ブースの様子
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項　　　　目 2013 年 6 月末現在 2013 年 11 月末現在 2014 年 6 月末現在

セットアップ件数（累計）
55,336,434
(610,672)

57,896,250
(657,969)

61,640,661
(721,602)

セットアップ事業者数
393
(30)

385
(29)

385
(29)

セットアップ登録店
27,230
(1,841)

27,436
(1,880)

27,976
(1,944)

車 SAM用鍵発行件数（累計） 47,208,945 49,347,945 51,601,945

ETCカード用鍵発行件数（累計） 116,554,738 121,292,698 131,770,202

◆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。

2013年
/6月 11月 12月 2014年

/1月 2月 3月 4月 5月 6月7月 8月 9月 10月

セットアップ件数 セットアップ店数
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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（月計）
セットアップ店数（累計）

ORSE業務データの概要ORSE業務データの概要
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