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海外のETCに関する調査 

ETC導入国を対象に、インターネットや文献等による調査、および国際会議（ITS世界
会議等）での情報収集等を行い、整理した。調査項目は以下のとおり。 
 海外のETC方式 
 海外のETC関連機器メーカ 
 海外のETC展開状況 
 ETC関連技術の最新動向に関する調査 



1. 海外のETC方式の調査 

海外で利用されているETCの技術的方式（以下、ETC方式という。）について、道路管理

者や製造メーカ等が公開しているホームページ等より情報収集を行い、それぞれの
ETC方式についての概要説明を作成した。 
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電波を用いる方式 

路側機を利用する方式（ノンストップ型-電波） 
電波によって通信を行い、車両を特定することで、課金を行う方式。 

車両が路側機を通過する際に、電波によって車載器と路側機が通信を行い、車両を特定することに
よって、課金を行う方式。RFIDやDSRCを利用。 

①RFIDによるフリーフローETCシステム 

ガントリー（台湾） RFIDタグ（台湾） 

④DSRCによるHOTシステム 

HOTレーン（ワシントン） 

車両がガントリーを通過した際に、RFIDタグに
記録されているIDをRFIDリーダで読み取るこ
とにより課金を実施。 

車載器を搭載した車両がHOTレーンを通過し
た際に、DSRCによって通信を行うことにより、
課金を実施。 

②DSRCによるフリーフローETCシステム 
車載器を搭載した車両が料金所を通過した
際に、 DSRCによって通信を行うことにより、課
金を実施。 

料金所（イタリア） 

③DSRCによるロードプライシング 

ガントリー（シンガポール） 

事前に金額をチャージしたICカードを車載器
に挿入し、ガントリーの通過時にDSRCによっ
て通信を行うことにより、課金を実施。 

日本における利用方法 

RFIDタグに記録されている情報を、

路側機で読み取り、あらかじめ登
録された情報と照合する自動車両
認識システムを導入。 
工場等に導入されており、車両入
退場のチェックや実績管理に利用。 

アンテナの設置状況 

利用イメージ 

出所：YDTホームページ 
<http://www.ydttech.com/web_en/solution

s/view.do?id=a603772fc0000003b377> 

出所：YDTホームページ 
<http://www.ydttech.com/web_en/solution

s/view.do?id=a603772fc0000003b377> 

出所：autostrade per I’italiaホームページ
<http://www.autostrade.it/pdf/Welcome_Aspi_Network.pdf> 

出所：Land Transport Authority of Singaporeホームページ
<http://www.lta.gov.sg/content/ltaweb/en/roads-and-motoring/managing-traffic-and-

congestion/electronic-road-pricing-erp.html> 

出所：Washington State Department of Transportationホームページ
<http://www.wsdot.wa.gov/Tolling/HowGoodtoGoWorks.htm> 

出所：日本自動認識システム協会ホームページ
<http://www.jaisa.jp/award/pdfs/9th_excellent02.pdf> 



路側機を利用する方式（ノンストップ型-赤外線、カメラ） 
赤外線による通信、もしくはカメラ画像で車両を特定することで、課金を行う方式。 

赤外線を用いる方式 
車両が路側機を通過する際に、赤外線によっ
て車載器と路側機が通信を行い、車両を特定
することによって、課金を行う方式。 

利用イメージ 

料金所の専用レーン通過時に、専用レーンに設置された受光器と車
載器間で赤外線により通信を行うことで、課金を実施。 

車載器（マレーシア） 料金所（右側がノンストップレーン） 
（マレーシア） 

路側に設置したカメラで車両を撮影し、車両を特
定することにより、課金を行う方式。ナンバープ
レートを認識するANPR※が代表的。 

①ロードプライシング 

カメラ（ロンドン） 

課金区域内に設置されたカメラ
で、走行するナンバープレートを
読み取ることにより、課金を実
施。 

②ETC 

ナンバープレートを事前に登
録。コントロールガントリーに
設置した赤外線カメラにより、
ナンバープレートを読み取り、
車両を特定することにより課
金を実施。 

コントロールガントリー 

カメラを用いる方式 

日本における利用方法 

光ビーコンを用いて、赤外線による通
信や車両の検知を実施。 
 

光ビーコンの設置状態 

利用イメージ 

日本における利用方法 

ETCにおける不正通行対策の目

的で、車線を通行する車両のナ
ンバープレートをカメラ画像で判
別。 

カメラで撮影した映像 

※Automatic number plate recognition 

出所：PLUS Malaysiaホームページ
<http://www.plus.com.my/index.php?id=45> 

出所：Touch 'n Goホームページ
<http://www.touchngo.com.my/?pg=prod

ucts&subPg=smarttag> 

出所：UTMS協会ホームページ
<http://www.utms.or.jp/japanese/cont/s
yusyuu/index3.html> 

出所：cChargeLondon.comホームページ
<http://www.cchargelondon.com/index.html> 出所：ドイツ連邦交通建設都市開発省ホームページ 

<http://www.bmvbs.de/cae/servlet/contentblob/68394/
publicationFile/39697/innovation-made-in-germany.pdf> 

出所：ドラぷらE-
NEXCOドライブプラ

ザホームページ
<http://www.drivep
laza.com/traffic/toll
s_etc/effort/> 



路側機を利用する方式（一旦停止型） 
料金所で一旦停止し、電子的な処理を行うことで課金を行う方式。タッチアンドゴーシステム
が代表的。 

タッチアンドゴーシステム 
非接触ICカードを専用の端末機にかざすことにより、課金を行う方式。 

利用イメージ 

タッチアンドゴー対応のレーン（マレーシア） 

利用者は、専用の非接触ICカードに事前にチャージ。

道路の料金所を通過する際に一旦停止し、設置され
ているRFIDリーダに非接触ICカードをかざし、RFIDリー
ダによりIDを読み取ることにより、課金を実施。 

非接触ICカード（マレーシア） 

日本における利用方法 

非接触ICカードであるFelicaが広く普及。 
Suica、PASMO等、日本各地のICカード乗車券に採用
されており、タッチアンドゴーシステムに利用。 

鉄道の自動改札機 

自動改札機におけるSuicaカードの処理 

出所：PLUS Malaysiaホームページ<http://www.plus.com.my/index.php?id=45> 

出所：PLUS Malaysia ホームページ <http://www.touchngo.com.my/?pg=products&subPg=smarttag> 

出所：PASMOホームページ <http://www.pasmo.co.jp/use/railway/> 

出所：慶応義塾大学（グローバルセキュリティ研究所）ホームページ
<https://www1.gsec.keio.ac.jp/upload/freepage/file/20110418_1.pdf> 



路側機を利用しない方式 
路側機を利用せずに課金を行う方式。衛星課金方式が代表的。 

衛星課金方式 
GNSS※により車両の位置を判断し、走行距離に応じて料金を課金する方式。 
※ Global Navigation Satellite System 

①GPSを利用する課金方式 

GPSを利用した重量車課金（ドイツ） 

GPS・オドメータを利用した距離課金（米国オレゴン州） 
左：車載器 右：スマートフォンアプリ 

利用イメージ 

車載器をタコグラフに接続して走行距離を記録、定期的に走行記録をセンタに送
信（インターネット、郵送等）。その後、センタから料金を請求。 

GPS受信機を備える車載器によって車両の位置情報を取得、車載器内のデジタル

地図と照合。仮想課金ポイントの通過を判定し走行距離を計算、車載器は走行距
離から課金額を算定し、携帯電話通信網を通じて定期的にセンタに送信。その後、
センタから利用者に課金額を請求。 

②GPSとオドメータ（タコグラフ）を併用する課金方式 

日本における利用方法 

GPS情報を利用した車両位置管理
システムが数多く商品化。 
基本的な仕組みとしては、車両に装
着したGPS受信機搭載の車載器や
GPS内蔵の携帯電話等から、位置

情報をセンタに送信、センタで位置
情報を把握し車両管理を実施。 

車両の位置情報管理サービスの 
システム構成（例） 

出所：国土交通省ホームページ< http://www.mlit.
go.jp/road/ir/ir-council/hw_arikata/chu_matome2/

07.pdf> 

The State Smart Transportation Initiativeホームページ< 
http://www.ssti.us/wp/wp-

content/uploads/2013/04/ODOT-
RUCPilotPrelimFind_Feb13.pdf> 

出所：ヴィッシュホームページ<http://www.locator.jp/spec/> 



各ETC方式のまとめ 
各ETC方式を整理した結果は以下のとおり。 

ETC方式 項目 
概要 利用例 日本における利用方法 

路
側
機
あ
り 

ノ
ン
ス
ト
ッ
プ
型 

電
波 

車両が路側機を通過する際に、電波
によって車載器と路側機が通信を行
い、車両を特定することによって、課
金を行う方式。 

料金所におけるETCやロードプラ
イシング、HOT等。 

RFIDによる自動車両認識システ

ムを導入、車両入退場のチェッ
クや実績管理に利用。 

赤
外
線 

車両が路側機を通過する際に、赤外
線によって車載器と路側機が通信を
行い、車両を特定することによって、
課金を行う方式。 

料金所におけるETC。 光ビーコンを用いて、赤外線に
よる通信や車両の検知を実施。 

カ
メ
ラ 

路側に設置したカメラで車両を撮影
し、車両を特定することにより、課金
を行う方式。 

ロードプライシングやETC。 

ETCにおける不正通行対策の目

的で、車線を通行する車両のナ
ンバープレートをカメラ画像で判
別。 

一
旦
停
止
型 

タ
ッ
チ
ア
ン
ド

ゴ
ー 

非接触ICカードを専用の端末機にか
ざすことにより、課金を行う方式。 料金所におけるETC。 

非接触ICカードであるFelicaを用

いた、タッチアンドゴーシステム
を導入。 

路
側
機
な
し 

衛
星
課
金

方
式 

GNSSにより車両の位置を判断し、走
行距離等に応じて課金を行う方式。 距離課金。 GPS情報を利用して車両の位置

を把握し、車両管理を実施。 



2. 海外のETC関連機器 
メーカ等の調査 

海外の主要なETC関連機器メーカ等について、各社のホームページ等より情報収集を
行い、企業概要、およびETC関連情報について整理し、とりまとめた。 



出所：Siemensホームページ< 
http://www.mobility.siemens.com/mobility/global/en/interurban-mobility/road-

solutions/toll-systems-for-highways/tolling-solutions/Pages/tolling-
solutions.aspx#Electronic%20Toll%20Collection%20Systems> 

ETC関連機器メーカ 

企業名 ETCに関する情報 
Kapsch 

（オーストリア） 
主なETC方式：DSRC、ANPR、衛星課金方式 
主な導入実績：欧州、米国、オーストラリア等 

Transcore 
（米国） 

主なETC方式：RFID、ANPR 
主な導入実績：米国、ドバイ等 

Siemens 
（ドイツ） 

主なETC方式：DSRC、ANPR、衛星課金方式 
主な導入実績：ノルウェー、オーストリア、ロンドン等 

Schneider 
Electric 

（フランス） 

主なETC方式：DSRC 
主な導入実績：欧州、米国等 

Q-free 
（ノルウェー） 

主なETC方式：DSRC、ANPR、衛星課金方式 
主な導入実績：欧州、アジアパシフィック、米国 

EFKON 
（オーストリア） 

主なETC方式：DSRC、RFID、赤外線、ANPR、衛星課金方式 
主な導入実績：アジア、欧州、アフリカ 

Samsung 
（韓国） 

主なETC方式：DSRC 
主な導入実績：韓国 

Atos 
（スイス） 

主なETC方式：衛星課金 
主な導入実績：スイス 

HELP 
（米国） 

主なETC方式：DSRC 
主な導入実績：米国 

International 
Road Dynamics

（カナダ） 

主なETC方式：RFID 
主な導入実績：モンゴル等 

Litum 
Technologies 
（トルコ） 

主なETC方式：RFID 
主な導入実績：トルコ、米国、タイ、メキシコ、カナダ 

ETC関連機器メーカ11社の収集した情報は以下のとおり。 

ガントリー（Transcore） 

右：HOTレーン 左：車載器（Siemens） 

ガントリー
（SchneiderElectric） 

ガントリー（Q-free） 

料金所（EFKON） 料金所（Samsung） 

出所：TransCoreホームページ<http://www.transcore.com/tolling-systems> 

出所：Schneider Electricホームページ 
<http://www.schneider-electric.com/solutions/ww/en/sol/25752193-smartmobility-tolling-

the-answer-for-effective-and-accurate-tolling?other=-1> 

出所：Q-Freeホームページ<http://www.q-free.com/solution/single-gantry/> 

出所：EFKONホームページ<http://www.efkon.com/en/products-solutions/ITS/toll-plaza.php> 
出所：Samsungホームページ<http://www.samsungsds-nss.com/?p=en_Transportation01> 



企業名 ETCに関する情報 

Cofiroute 
（フランス） 

概要：民間の高速道路会社であり、フランス西部の都市間 
高速道路1,100kmを管理。 
主なETC方式：DSRC（915MHz）やGPS等 
主な導入実績：米国やドイツ、英国 

Autostrade per 
l'Italia 

（イタリア） 

概要：高速道路会社であり、全世界で5,000kmの高速道路 
を管理。 
主なETC方式：RFIDやDSRC、GPS等 
主な導入実績：イタリア等 
 

有料道路運営会社2社の収集した情報は以下のとおり。 

有料道路運営会社・コンソーシアム 

車載器 

ETCシステム 

企業名 ETCに関する情報 

Ecomouv 
（フランス） 

概要：Eco-tax（重量貨物車に対する環境課金）事業のために設立されたコンソーシアム。 
主なETC方式：GPS 
主な導入実績：フランス 

コンソーシアム1団体の収集した情報は以下のとおり。 

出所：Cofirouteホームページ
<http://www.cofirouteusa.com/

mndot-mnpass-hot-lanes> 

出所：Autostrade Techホーム
ページ  

<http://www.autostradetech.it
/en/solutions/charging/autom

atic-toll-collection-with-dsrc-
telepass-system.html> 



3. 海外のETC展開状況に
関する調査 

ETC便覧（平成25年版）に記載されているETC導入国および新規のETC導入国を対象に、
インターネット等にてETC展開状況について調査を行い、整理した。 



欧州では、国内における交通量の抑制や都市部の渋滞緩和等を目的とした課金を導入。 

欧州の動向 

 スイスやドイツ等では、国内の交通量の抑制等を目的として、重量貨物車を対象に課
金を実施。また、ロンドンやストックホルム等では、都市部の渋滞緩和等を目的として、
都市部への流入車両を対象に課金を実施。 

 現在欧州では、EETS※の発展に向けたプロジェクト（REETS project）が進んでおり、EU
が220万ユーロを出資。 

※：European Electronic Toll Services 

国名 ETCの名称 課金方式 
アイルランド eToll 5.8 GHz Passive DSRC 
イギリス（ロンドンの有料橋） DART-tag 5.8 GHz Passive DSRC 
イギリス（ロンドン中心部） London Congestion Charge ANPR 
イタリア TELEPASS 5.8 GHz Passive DSRC 
オーストリア Go-Maut 5.8 GHz Passive DSRC 
オランダ T-tag 5.8 GHz Passive DSRC 
ギリシャ TEO-PASS 5.8 GHz Passive DSRC 
スイス HVF (Heavy Vehicle Fee) 5.8 GHz Passive DSRC 
スウェーデン（ストックホルム等） Congestion Charge ANPR 
スウェーデン（デンマーク国境間） BroBizz 5.8 GHz Passive DSRC 
スペイン VIA-T 5.8 GHz Passive DSRC 
スロバキア Electronic Tolling System - 
チェコ MYTO CZ DSRC 
デンマーク（スウェーデン国境間） BroBizz 5.8 GHz Passive DSRC 
ドイツ Toll Collect GNSS、携帯電話網 
ノルウェー AutoPASS 5.8 GHz Passive DSRC 
ハンガリー HU-GO ANPR、DSRC 
フランス ①Liber-t（小型車）②TIS-PL（大型車） 5.8 GHz Passive DSRC 
ベルギー Teletol Passive DSRC 
ポルトガル Via Verde 5.8 GHz Passive DSRC 
ロシア T-Pass - 

欧州のETC導入状況 



米国では、渋滞緩和等を目的とした課金を導入。車両の燃費向上に伴い、走行距離税の
導入を検討中。 

米国の動向 

 北東部等では、渋滞緩和等を目的として、課金を実施。 
 車両の燃費向上に伴い、ガソリン税収が減少。道路維持管理費の不足が懸念されて

おり、その対策として走行距離税の導入を検討中。 

地域名 ETCの名称 課金方式 
北東部 E-ZPass 915 MHz active DSRC 
フロリダ州 Sunpass 915 MHz DSRC、ANPR  
テキサス州 TxTag 915 MHz DSRC、ANPR 
カリフォルニア州 FasTrak 915 MHz DSRC、ANPR 
ポートランド BreezeBy 5.9GHz DSRC 
ワシントン州 Good To Go 915 MHz DSRC、ANPR 
プエルトリコ AutoExpreso - 
フロリダ州 C-Pass - 
ジョージア州 Peach Pass - 
デンバー EXpressToll/ 

LicensePlateToll 
- 

カンザス州 K-Tag - 
ミネソタ州 MnPass - 
サウスカロライナ州 Palmetto Pass - 

米国のETC導入状況 



ETCの普及は、国によって差が出ている状況。 

アジアの動向 

 中国や韓国等では、渋滞緩和等を目的として、課金を実施。一方で、高速道路が建
設段階の国々も多く、国によってETCの普及に差が出ている状況。 

アジアのETC導入状況 
国名 ETCの名称 課金方式 

日本 ETC 5.8GHz Active DSRC 
韓国 hi-pass 赤外線と5.8 GHz Active DSRC

の併用 
台湾 e-Tag RFID 
中国（上海） 沪通カード 5.8GHz Active DSRC 
中国（北京） 速通カード 5.8GHz Active DSRC 
香港 Autotoll - 
インド 
（ムンバイ－バドダラ間） 

Electronic Toll Collection 
System 

RFID Passive 

インド 
（インド国内一部の有料道路） 

SmartTag RFID Passive 

シンガポール ERP 2.45GHz Passive DSRC 
タイ Easy Pass Passive DSRC 
ベトナム Automatic tolling system 赤外線 
マレーシア SmartTag 赤外線、RFID 
オーストラリア CityLink 5.8 GHz Passive DSRC、ANPR 
ニュージーランド Toll Acount ANPR 



4. ETC関連技術の最新動向

に関する海外調査 
以下の3つのテーマについて海外の関係機関等を訪問するなどして、技術的内容、
ETCとの関連性、課題、今後の計画、セキュリティ管理スキーム等についての情報収
集を行った。 
 道路課金 
 ETC多目的利用 
 協調システム 



4.1 道路課金 

道路課金に関して、各国の道路課金の最新動向および詳細について調査した。ロード
プライシングや重量車課金等の様々な方法があり、導入目的によって採用する方法
が異なると想定されるが、本業務では、ロードプライシング、重量車課金、距離課金を
対象として調査を行った。 



ロンドンやシンガポール、ストックホルムでは、道路の利用に対して課金を行うロードプライシ
ングを導入。 

ロンドン 
 ANPRによるロードプライシ

ングを実施中。 
 他の技術による課金

（DSRC、GPS/GSM）の試験

を実施済み、将来的には
移行の可能性ありとのこと。 

 交通量や収入の状況をふ
まえ、課金対象区間や料
金を調整。（導入当初に対
象区間の拡張を実施した
が、再び対象区間を縮小
し、料金も引き下げ。） 

 低所得層や障害者への影
響等をふまえ、公平性を
保つため、課金による収
入を公共交通サービスや
道路インフラの改良に還
元。 

シンガポール ストックホルム 
 DSRCによるロードプライシ

ングを実施中。 
 ガントリーの乱立防止等の

目的で、GPSを利用した新
世代ERP（ERPⅡ）の導入を
検討中。 
⇒ 2013年12月に4社によ
る実証実験が完了、2020
年の導入を目指す。 

 ANPRによるロードプライシ
ングを実施中。 

 導入前にはANPRおよび
DSRCで試行。 
⇒費用面で比較すると
ANPRが優位、かつ精度も
DSRCと比較して劣らないと

判断したため、最終的に
ANPRを採用。 

ロードプライシング 

システムの概要 
課金ゲートの場所 出所：三菱重工ホームページ<http://www.mhi.co.jp/technology/r

eview/pdf/442/442016.pdf> 
出所：Stockholmsförsöketホームページ<http://www.stockholmsforsoket.se/upload

/Trangselkarta1000x707.gif> 



重量車課金に関するEU指令「ユーロビニエット指令」では、時間（期間）による課金方式（ビ

ニエット方式）と距離による課金方式（対距離課金方式）を区別。チェコ、ドイツ、スイス等で
は、対距離課金方式を導入または導入予定。 

重量車課金（1/3） 

チェコ 

 DSRCによる重量車課金を実施中。 
 対象車両は3.5トン以上の車両。対象範囲

は高速道路、準高速道路、接続道路。 
 料金は、道路種別、走行距離、車軸数、排

出性能別に設定。 

課金対象道路 

ドイツ 

 GPSによる重量車課金を実施中。 
 当初は車体総重量12トン以上の車両が課

金対象であったが、2015年10月から7.5トン
以上の車両に拡大。 

 当初は連邦アウトバーンの全線および一部
の連邦長距離道路が課金対象であったが、 
2015年7月から約1,100kmの4車線道路も含
むこととなった。2018年半ばには、すべての
連邦道路に拡大予定。 

連邦アウトバーンのネットワーク コントロールゲート 

高速道路、準高速道路 

接続道路 

出所：MYTOCZホームページ<http://www.mytocz.eu/files/images/maps/MYTOCZ_381_toll_map.gif> 

出所：国土交通省ホームページ< http://www.mlit.go.jp/road/ir/ir-council/hw_arikata/chu_matome2/07.pdf> 



重量車課金（2/3） 
スイス 
 
 GPSによる重量車課金を実施中。 
 対象範囲はスイスの道路ネットワーク全体。

対象車両は国内および国外の重量車両お
よびトレーラーで、車両総重量が3.5トン以上
の車両。 

 料金は、車両の排出ガスレベルに応じて設
定された単価に、車両重量と走行距離を乗
じて算定。 

 国内の車両には車載器の搭載が義務づけ
られており、車載器を車両のタコグラフに接
続することにより走行距離を記録。国外の
車両は車載器の設置は義務ではないが無
償で入手可能。 

フランス 

料金表（2014年6月時点） 

 GPSによる重量車課金を実施中。 
 車載器により課金額を計算するため、車載

器上で課金額を表示可能。 
 車載器は、GPSの他に、 GALILEO、GLONASS 

および5.8GHzのDSRCに対応しており、欧州
各国の重量車課金システムの利用が可能。 

 2014年1月1日に導入するとの発表があった

が、無期限で延期。一部地域では、物流業
者や農業従事者、企業経営者等を中心に、
重量車課金を含む税制に反対するデモが
実施されたとの報道あり。 

デモの様子 

課金対象道路 

分類 排出ガスレベル＊ 料金 

Ⅰ EURO 0, 1, 2 CHF 0.0310/t・km 

Ⅱ EURO 3 CHF 0.0269 /t・km 

Ⅲ EURO 4, 5 CHF 0.0228/t・km 
* ヨーロッパ排出基準により定められるEURO 1～EURO 6の基準 

以下を参考に作成 
：Swiss Customs Administrationホームページ<http://www.ezv.admin.ch/zollinfo_firmen/04020/04204/0

4208/04744/index.html?lang=en> 

出所：高速道路調査会ホームページ<http://www.expr
ess-highway.or.jp/jigyo/info/watch/2011/rpt2011001.p

df> 

出所：RFIホームページ
<http://www.english.rfi.fr/economy/201

31106-negotiations-france-
controversial-ecotax-begin> 



重量車課金（3/3） 
オーストリア 
 
 車両の総重量により、異なる課金方法を採用。 
 【3.5t以下の車両の場合】 

• ビニエット方式による料金収受 
• ナンバープレート読み取り（Videomaut）に
よる料金収受（一部区間） 

 【3.5t以上の車両の場合】 
• ETC（TOLL2GO）による料金収受 

 TOLL2GOでは、車軸および排出ガスレベル
に応じた料金を徴収。 
 区分 車軸数 

2軸 3軸 4軸以上 
分類A（EURO VI） 0.156 0.2184 0.3276 
分類B（EURO EEV） 0.170 0.2380 0.3570 
分類C（EURO IV & V） 0.188 0.2632 0.3948 
分類D（0からIII） 0.211 0.2954 0.4431 

TOLL2GOの料金表（2015年1月時点） 

ビニエット方式 

ナンバープレート読み取り 

ETC（TOLL2GO） 

各方式の利用可能箇所 

ポーランド 
 
 DSRCによる重量車課金を実施中。 
 対象車両は3.5トン以上の車両。3.5t未満の

乗用車でもキャンピングカー等の重量物を
牽引していれば課金の対象。 

 本線上のガントリーと車載器が通信を行うこ
とによって、区間ごとに課金。課金のチェック
方法は、固定型、可搬型、モバイル型の3種
類で実施。 

ガントリー 

モバイル型課金チェックのイメージ（パトロールカー） 
出所：ASFINAGホームページ< http://maps.asfinag.at/pvis/?Anzeige=Sondermaut,Vignetten,Verkehrsmeldungen=false> 

以下を参考に作成：SVG-Hamburg eGホームページ<http://www.svg-hamburg.de/> 

出所：viaTollホームページ<https://www.viatoll.pl/en/a/627-viatoll-system-expansion-2014-regulation-draft> 

出所：HIDOホームページ< http://www.hido.or.jp/itsapq/jsp/auth/trab/no101/tokusyu22-23.pdf> 



距離課金 
米国の各州では、距離課金の導入を検討中。 

オレゴン州 

 高燃費車の普及に伴う燃料税の減少への対策と
して、道路利用課金の導入を2001年から検討。 

 2015年7月からは、5千台の車両を対象とした社会
実験を実施予定。 

 課金方式は、以下の3つから選択。 
①定額課金 
②オドメータ課金 
③オドメータ課金＋GPSによる課金エリア識別 

 ③の流れとしては、まずオドメータにより走行距離
を把握、携帯電話網経由でセンタに送信し、センタ
で料金を計算。センタから利用者に課金額を請求。 

ミネソタ州 

課金の流れ 

 スマートフォンを車載器として利用した、距離課金
の実証実験を実施。 

 課金の流れは以下のとおり。 
①スマートフォンで取得したGPS情報をもとに、走

行距離を計測。併せて車載器で測定した速度
と時間で走行距離を補完。 

②GPSで取得した位置情報と、地域の境界の情報
が入力されたGISデータとを照合し、走行した地
域を確定。 

③課金に必要なデータを、スマートフォンから通
信センタに自動的に送信。 

④③のデータをもとに、課金額を利用者に請求。 
 2015年4月時点では、導入されていないと想定。 

実証実験に用いたスマートフォンおよび表示例 
出所：オレゴン州ホームページ 

<http://www.oregon.gov/ODOT/HWY/RUFPP/docs/RUCPP%20Final%20Report%20-%20May%202014.pdf> 出所：国土技術政策総合研究所ホームページ<http://www.nilim.go.jp/lab/bcg/siryou/tnn/tnn0759pdf/ks075911.pdf> 



4.2 ETC多目的利用 

統合交通ICカードやETC多目的利用等について、導入されている国における実態調査
を行った。対象とする国はポルトガル、シンガポール、韓国とした。 



ポルトガルでは、有料道路で利用されている電子料金収受システムを、駐車場およびガソ
リンスタンドに導入。 

ポルトガルにおけるETC多目的利用 

 有料道路で利用されている電子料金収受システムは、フロントガラスに取り付けるDSRCタグと
路側機を利用するシステム。 Via Verdeポルトガル（Via Verde de Portugal）が実施。 

 この電子料金収受システムを、有料道路の他、駐車場およびガソリンスタンドに導入。駐車場
約20箇所、ガソリンスタンド約60箇所に導入。 
 
 

ガソリンスタンドにおける操作パネル 
出所：ITS-TEAにて撮影 出所：ITS-TEAにて撮影 

駐車場における操作パネル 



シンガポールでは、既存のERP（電子式道路課金システム）を用いたEPS（電子式駐車場シ
ステム）を導入。 

シンガポールにおけるETC多目的利用 

 EPSは「Full EPS」、「Partial EPS」の2種類。 「Full EPS」は駐車料金を収受可能であり、国内641箇
所に導入。 「Partial EPS」は駐車料金は収受不可だが、入退出管理が可能、国内712箇所に導
入。 

 CHU（課金装置）では、LTAおよびNETSが発行する2種類のカードが利用可能。 
 

EPSシステムの外観 

LTAが発行
（非接触型）

NETSが発行
（接触型）

利用可能なカード 

出所：ITS-TEAにて撮影 

出所：ITS-TEAにて撮影 



韓国では、一枚の交通カードで料金収受可能なシステムの導入を検討。 

韓国におけるETC多目的利用 

 国内の高速道路におけるETC、および公共交通機関（バス、都市鉄道、タクシー）について、一

枚の交通カードで料金収受可能なシステムの導入を検討。将来的には、商業施設や公共施設
でも、利用可能にする予定。 

 決済情報は、オペレーションセンターを経由して銀行等とやり取りされる。 
 2014年6月からは、韓国国内の地下鉄、バスで利用可能であったT-moneyカードが、高速道路

の支払いにも利用可能。2014年9月には、韓国財界から、アジア地域における交通カードの統
合に関して提案。 
 

交通カードの統合イメージ 
T-moneyカード 

出所：Korea Transportation Card Industry Associationホームページ 
< http://www.asiaiccardforum.net/news/02-01-2012-01/data/TransportationCard-Korea.pdf > 

出所：韓国旅行情報「コネスト」ホームページ<http://www.konest.com/contents/traffic_info_detail.html?id=1259> 



4.3 協調システム 

欧米における協調システムの研究開発や実証実験の動向について調査した。 



欧州における動向（1/2） 
協調システムの検討に関する、欧州の動向は以下のとおり。 

アムステルダムグループに関する動向 

 アムステルダムグループは、2012年に覚書
（MoU）を締結したASECAP、CEDR、C2C-CC、POLIS
からなる、協調システムを共同で開発するため
のグループ。 

 現在、12のワーキンググループを立ち上げ協調
ITSの展開に向けた活動を実施中。 

 協調ITSサービスのうち早期に実現可能なサービ
スを、Day1サービスとして、2015年に欧州主要
地域で展開を開始することを目指している。 

M/453に関する動向 

 欧州委員会（EC）は、2008年12月にITSアクション
プランを策定、2009年10月にはMandate 453
（M/453）を公表。 

 M/453は、欧州の標準化機関に対して、協調ITS
システムの標準化作業の推進を指令するもので
あり、CEN、CENELEC、ETSIが標準化作業の実施
機関。 

 2014年2月には、安全対策、通信機能、セキィリ
ティ等の基本要件を定めたリリース1を発行。
2014年9月時点でリリース2の開発作業を実施中。 

ITS StationにおけるEFCサービスの検討 

 CEN/TC 278におけるPT136では、汎用的なITSア
プリケーション用の機器であるITS Stationを用い
た、EFCサービスの実施に関するガイドラインを
検討中。 

 単一の車載器を用いてEFCと協調ITSのサービス
が利用可能となる。 

CEN DSRCとITS G5の干渉に関する検討 
 ETSIでは、CEN DSRC とITS G5の干渉を軽減させ

る方法を検討中。 
 ITS G5の出力レベルを下げる等の方法を提案。 

CEN DSRCとITS G5の干渉実験のエリア 

出所：ETSIホームページ 
<http://docbox.etsi.org/worksho

p/2012/201202_ITSWORKSHOP/0
7_RADIOWAVEShaveNOBORDERS

/STF421_BERENS.pdf> 



欧州における動向（2/2） 
iMobility Forumに関する動向 

 iMobility Forumは、業界団体や関連企業等の幅広いステークホルダーで構成される官民による組織体
であり、2011年4月に「eSafety Forum」から移行。 

 ITSに関連する研究開発や実証実験の促進に取り組んでおり、広報や調査研究、委員会等の活動を実
施。 

 22のワーキンググループを設置し、検討を実施。ワーキンググループの一つである「Emergency Call」
は、自動車で事故にあった場合、自動的にその場所や情報を送信し助けを求めるアプリケーショ
ン。欧州統一のアプリケーションであり、このシステムの車載器への搭載が2015年10月より義務
化される予定。 
 

Emergency Callのイメージ 
参考：HeEROホームページ<http://www.heero-pilot.eu/ressource/static/images/graphic---heero-01.png> 



米国における動向 
協調システムの検討に関する、米国の動向は以下のとおり。 

INFLOに関する動向 

 USDOTが実施するITSに関する取り組みに、

交通の流動性促進に関連する研究開発を
実施するプロジェクトであるDMA（Dynamic 
Mobility Applications）がある。 

 INFLO（Intelligent Network Flow 
Optimization）は、DMAのもと検討されてい
るアプリケーションの一つ。「SPD-HARM」、
「Q-WARN」、「CACC」の3つのアプリケーショ

ンを、道路システムの最大限の利用や道路
の安全性や容量の向上、燃料削減等のた
めに検討中。 

 ワシントン州シアトルにて、20台の車両を対
象にデモンストレーションを実施済み。2015
年4月には、最終報告書が公表される予定。 

C-ITSシステムの検討 

 米国では、2010年から5年間のITS戦略研究
計画に基づき、研究・革新的技術局（RITA）
を中心としたConnected Vehicleイニシアティ
ブを展開。 

 主なプロジェクトはSafety Pilot。全米6箇所

のテストコースにおける受容性評価テストを
経て、2012年8月ミシガン州の公道でC-ITSシ
ステムの通信、アプリ、システム等を総合評
価するFOTを実施。 

 車車間通信の車載器義務化に関する動向
は、以下のとおり。 

   軽車両：規則案（NPRM※）を2016年に公 
表予定。 

重量車両：2014年後期から2015年初期に

かけて、車載器の義務化に関
する意思決定を公表予定。 

 2015年後期には、V2Iアプリケーションの配
備計画に向けたガイダンスを議論する予定。 

 ※Notice of Proposed Rulemaking 

車内での表示例 

出所：USDOTホームページ
<http://www.its.dot.gov/dma/pdf/DM

A_webinaINFLO.pdf > 
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