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第１章： はじめに  

 

日本のＥＴＣ（Electronic Toll Collection System:有料道路自動料金収受システム）は２０

０１年３月に本格導入されてから、全国の高速道路や都市高速道路においてノンストップでＥＴ

Ｃによる料金支払いができるＥＴＣレーンが設置され、現在では１９の道路事業者の１５００カ

所以上の料金所の４０００レーン以上に至った。全国の主要な高速道路では一台のＥＴＣ車載器

でＥＴＣによるノンストップの料金決済が実現している。 

一方、ＥＴＣ車載器も普及が進み、すでに４６００万台以上の車載器が車両に取り付けられて

いる。これは日本の自動車保有台数の５６％に相当する。高速道路におけるＥＴＣによる料金決

済は約９０％に達しており、日本の道路交通を支える最も重要な社会インフラとなっている。 

 

 

 

 

 

 

（図１）日本のＥＴＣの仕組みと特徴 

 
 

その結果、料金所付近での渋滞解消や環境改善、料金収受コスト削減（人員削減等）、車載器

や路側機の製造販売ビジネスなど、大きな効果が生み出されている。 

  
  

ETC カード 

（利用者情報他） 

ETC 車載器 

（車両情報） 

①全国統一規格により、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対応  

②無線通信等での情報漏洩や改ざん防止等のため高度なセキュリティを確保  

③ETC 車載器は利用者が市販品を購入 

④ＥＴＣ利用により料金所で停車することなく、料金支払いの即時処理を実施 
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以上のように広く普及したＥＴＣを道路料金の自動収受以外にも活用しようとの要望を受け、

ＯＲＳＥでは既存のＥＴＣ車載器を使って駐車場等の料金決済や車両の入退場管理に使える利用

車番号サービスを２００６年に開発して民間事業者等へのサービス提供を開始した。 

利用車番号サービスはＥＴＣによる道路料金決済システムのセキュリティに影響が出ないこと

を第一優先に考え、ＥＴＣカードによる決済ではなく別途登録したクレジットカードによる決済

とした。そのためサービスを受けるにはサービス事業者毎に事前登録が必要であり、現在２１カ

所のサービス実施箇所で７万台程度の車に利用されている。一方、事前登録制を生かしてトラッ

ク等の事業者用の車の出入り管理等に活用する動きが拡がってきている。 

また、事前登録が不要なＥＴＣカードによる決済を実現できるシステムも検討中であり、 

ＥＴＣ車載器を活用した新たなサービスの実現に対する期待が膨らんできている。 

本論文では、ＥＴＣの多目的活用サービスのあり方の整理とシステム開発上の課題解決の方向

性について整理する。 

 

第２章：利用車番号サービスの現状と課題 

 

１．概 要 

 利用車番号サービスシステムは、高速道路での料金決済に使われているＥＴＣのセキュリティ

に影響を出さないため、ＥＴＣ車載器の管理番号（ＩＤ）を利用車番号という別のＩＤに変換し

て、ＥＴＣ車載器を搭載した車両の入退場等のチェックに使用するサービスである。 

 駐車場での利用を例に説明する。事前に申し込みを受けた顧客のＥＴＣ車載器の管理番号を利

用車番号に変換して決済に使うクレジットカード番号等の顧客情報と一緒にデータベースへ登録。

顧客の車が駐車場入り口に来たら車のＥＴＣ車載器と通信を行いＥＴＣ車載器管理番号を利用車

番号へ自動変換して、データベースの顧客情報と照合して駐車場ゲートを開ける。出口でも同様

のチェックをして、駐車場の料金を顧客の登録したクレジットカードで決済処理を実施する。こ

うすることで、駐車場事業者はＥＴＣ車載器の管理番号やＥＴＣカード番号をハンドリングしな

いので、ＥＴＣのセキュリティが犯されることなくＥＴＣが利活用できることになる。 

（図２利用車番号システムの運用モデル例）

 

 この場合、利用者は利用する駐車場事業者毎に申し込みとクレジットカードの登録を行う必要

があり、一般の時間貸し駐車場へ拡がることがなかった。 
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 また、同様の仕組みを使って決済を伴わない事前登録したＥＴＣ車載器搭載車両の入退場や通

過をチェックするサービス例もある。 

 

２．適 用 事 例 

 利用車番号サービスは２００６年に導入開始以来、徐々にサービス範囲を拡大してきており、

現在では、１０のサービス事業者が２１カ所において利用車番号サービスを提供しており、 

約７万台の利用がある。 利用実態を目的・サービス内容・導入施設で整理すると次の表になる。 

 

 （表Ⅰ）利用車番号サービスの導入事例 

  導入目的 主なサービス内容 導入施設  例 

決
済
系 

料金支払い時の利便性向上       

   （料金自動支払い） 

駐車場料金の自動支払い 有料駐車場 

フェリー乗船手続き簡素化＆料金自動支払

い 
フェリー乗船場 

非     

決    

済    

系 

車両の入退場手続きの迅速

化（入退場情報入力の自動

化） 

車両の入退場に伴う手続き時に必要な車両

情報を自動入力 

建設現場 

廃棄物処理場 

通門セキュリティ強化 
登録車以外の入場チェック・不正入場車防

止 
青果場、生鮮品等の市場 

客待ちタクシー行列による渋

滞解消 

・客待ちタクシーの待機列の台数を制限 

（ＥＴＣで待ち行列ｉｎ/out をチェック） 

・オーバーフローしたタクシーは近隣駐車場

で待機。 

タクシー乗り場 

駐車場 

来店客のＣＳ向上 
店舗入り口を通過した来店顧客の情報をス

タッフへ通知 
カーディーラー 

車両出入口付近における安全

性向上 

・登録車の入退場時に歩行者等に注意喚起 

・特定車両に対する入退場管理サービス 
建設現場 

 

３．課 題 

利用車番号サービスは、ＥＴＣのセキュリティへの影響がないメリットはあるものの、各サー

ビス毎に事前登録が必要であるため、固定客以外の一般の顧客を対象にした駐車場サービスでは、

利用者を大きく拡げることは難しい。 

また、決済を伴わない車両管理等のサービスはいろいろな適用事例が考えられるものの、各サ

ービス毎にサービス形態に合わせたアプリケーションシステムの開発が必要なこともあって大き

くは拡がっていないのが現状である。                            

 ただ、事業用のタクシーやトラック等はＥＴＣ搭載率が高く、ＥＴＣ車載器が搭載されている

前提で検討することができるので、大量の車両の出入りがある物流センターや港湾、貨物駅等に

おける車両の入退場管理や施設内の車両誘導、荷さばき管理などにＥＴＣを活用して効率化する

ことが考えられる。 

 以上のような物流関連事業の実態とニーズを調査してＥＴＣを活用した改善のあり方を研究し

整理して、物流事業者への提案など今後のサービス拡大に努めていきたい。 
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車種別ＥＴＣ利用台数およびＥＴＣ利用率（例：中日本高速道路株式会社） 

ETC 利用率は、普通車 92.6％、大型車 98.8％、特大車 97.9％、中型車 93.7％、軽自

動車 76.9％となり、ＥＴＣ車載器は殆どの業務用車両に搭載されている。 

【 車種別 ETC 利用台数、利用率一覧 】 

車種区分 

平成 26 年 3 月の日平均(台/日) 平成 26 年 3 月（台/月） ETC 

ETC 車  全車両  
ETC 車 全車両 ETC 車 全車両 利用率 

(A) (B) 構成比 構成比 (A)/(B) 

普通車 1,148,655 1,240,776 35,608,305 38,464,048 70.7% 69.8% 92.6% 

大型車 151,910 153,818 4,709,223 4,768,366 9.3% 8.7% 98.8% 

特大車 21,733 22,198 673,722 688,145 1.3% 1.2% 97.9% 

中型車 147,826 157,758 4,582,608 4,890,498 9.1% 8.9% 93.7% 

軽自動車 155,291 201,942 4,814,019 6,260,208 9.6% 11.4% 76.9% 

合計 1,625,415 1,776,492 50,387,877 55,071,265 100% 100% 91.4% 

                   ＜ 表Ⅱ 出典：ORSE 発行ＥＴＣ便覧 ＞ 

 

 

 

 

 

第３章：物流関連サービスの現状分析  

 

 今後、ＥＴＣの利用車番号サービスを運輸関連や物流等の事業者に展開していくために有効と

思われる「タクシー」「建設」「物流」等の事例をレビューし、そのサービス導入による効果を

把握し、今後のサービス普及に向けた条件を分析した。 

 

１．事例１：タクシー待機行列の管理 

ここでは、東京の中心的な繁華街・銀座地区におけるタクシーの待ち行列の解消システムにつ

いて以下に示す。 

銀座周辺は、客待ちタクシーが列をなし、渋滞の原因になっていた。そこで乗り場から離れてい

る駐車場内でタクシーを待機させ、乗り場の状況をＥＴＣアンテナにより自動で感知して配車す

ることで、乗り場での待機列が一定台数を超えないように配車する仕組みを導入し、これにより

乗り場付近の待機列による渋滞が解消された。 

 

今回において、タクシー待ち行列の管理が一定の効果をあげた要因としては下記が考えられる。 

 ・サービスを運用するにあたって、利用するタクシー台数が非常に多いこと 

 ・タクシーのＥＴＣ普及率がほぼ１００％であること 

 ・タクシー乗り場付近に、安定した電源供給が得られるＤＳＲＣアンテナを設置する 

  場所があること 

 ・タクシー乗り場から比較的近い場所に、大量のタクシーを待機させることが可能な 

  施設（スペース）があること 
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    出典：株式会社ピアンテック資料 

 

 

 

 

 

 

乗り場到着時に ETC チェック 

タクシープール経由であることを確認 

乗り場出発時に ETC チェック 

タクシープールおよび乗り場経由車であることを確認 

入口 出口 

入口 場内 出口 

ETC チェック アイドリングストップ ETC チェック 

タクシープール実験前 
タクシープール実験後 

 

乗り場の出庫に応じ、 

タクシープールへ配車指

示 
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２．事例２：建設現場の入退管理 

 

 ここでの建設の現場とは、釜石市にある災害廃棄物仮置場のことで、２０１１年に発生した東

日本大震災により各地で散乱した災害廃棄物 約８０万トンを処理するところである。 

そのシステムの概要は、災害廃棄物処理場に設置したＥＴＣアンテナによって、運搬車両の通過

情報を取得して、以下２点のサービスを実施している。 

① 入場車両に関して、車両情報（車両ナンバー、運搬会社名等）と計量結果等を 

関連付けて、運搬に要した時間を管理 

② 運搬車両に関して、車両情報と通過情報（出発時刻、到着時間）を関連付けて 

運搬に要した時間を管理 

 

 

 

 

 

 

板木山リサイクル処理ヤード（退場管理） 

ETC ゲートによる退場管理 

1.ETC による通

信 

3.車両情報管理 DB への登録 

 ・重量（計量結果） 

  ・出発時刻 

2.利用車番号の取得 

  

片岸仮置場（入場管理） 

1.ETC による通信 

5.計量伝票の出力 

3.DB から車両情報を呼び出し 

  4.車両情報と以下の実績 

  を関連づけ 

 ・重量（計量結果） 

 ・放射線計測結果 

 ・到着時刻 

2.利用車番号の取得 

※「車両情報（車両ナンバーや運送会社名等）」と 

  「災害廃棄物情報（重量や放射線計測結果等）」を  

 関連付けて管理しなければならない 

ETC 通信による利用車番号取得 計量伝票の出力 

計量 

ETC 通

信 
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サービス導入事業者によれば、車両の誤認識や通信の不具合は無く、適正な車両管理が 

可能になっている。また、想定される市場規模としては、釜石市のある岩手県だけでなく隣接し

た宮城県、福島県を含めると災害廃棄物の仮置き場設置数は１５４か所になる（2013年 5月現在）。 

 

 

３．事例３：物流車両への利活用 

 

ここでは、都市部などで配送車の荷捌き場が整備されてないことにより、荷捌き車両の路上駐車

が発生しており、交通渋滞・事故、排気ガス増加などの問題が起きていたことを解決すべく取り

組んだ内容である。 

 愛知県豊田市の商店街の路外駐車場の一部を物流業者が共同で荷捌き駐車専用スペースとして

確保することで、荷捌き車両の路外駐車場利用を促進し、路上駐車を減らし、交通環境改善を図

った。サービスイメージは下記図及び写真のとおり。 

まず、オペレータまたはドライバーが携帯電話による駐車予約をした時点で、入庫規制装置（フ

ラップ）が上昇し、駐車スペースを確保。その入場時にはＥＴＣアンテナによって登録車両か否

かをチェックし、当該車両であればフラップが自動降下し、駐車できる。そしてＥＴＣ利用車番

号を登録された物流車両であれば、ノンストップ・キャッシュレスで入退場が可能になる仕組み

である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

≪ サービスイメージ ≫ 

３ｔトラックが駐車できるスペースを設置 

 登録された物流車両であれば、ノンストップ・キャッシュレスでの入退場が可能  

運用方法：利用については、オペレータ及び携帯電話による事前予約制  

• 駐車予約が入ると、入庫規制装置（フラップ）が上昇 

• 入場時、ETC アンテナによって登録車両かチェックし、当該車両であればフラップが自動降下  



8 

 

ここでの成功は、物流業者にとって利便性が向上したことや３１店舗をかかえる商店街の環境面

や安全性の向上であるが、更に物流車両のＥＴＣ車載器の搭載率が高いことから、ＩＣタグ方式

やナンバープレート読み取り方式等に比べて、新たなインフラ整備費用を抑えることができ、安

価に整備ができることにある。 

今後、このような取り組みが他のエリアの商業施設の荷捌き場に拡大することに期待がかかる。 

 更に物流用のトラック等が出入りする物流施設においては、物流車両の「入出庫管理」「施設

内の構内誘導」等において、車両の動きを把握し誘導するといった下表のような課題が挙げられ

ており、上記の例のように ETC を活用して物流車両の動きを把握することで、物流車両の効率的

な管理ができる新たなサービスイメージを整理した。 

  

車両管理 ETC により車両を管理することで、新規入場車両への教育

の徹底や、不正車両の進入を防止する。 

入退場管理 入退場時刻を管理することで、運搬開始時刻や目的地までの

到達に要した時間等を把握する。また、車両の入退場を検知

し、周囲への注意喚起を行う。 

ルート確認 有料道路の通行履歴や、必要に応じて路側にアンテナを設置

することで、車両が指定されたルートを通行しているか等を

把握する。 

走行記録・報告自動化 ETC により車両を検知することで、日報への入力や車両入

退状況の集計等を自動化する。 

構内での車両管理 事前に車両の到着を把握することで、場内でのスムーズな荷

受け、荷積みする体制を整備する。 

安全確認 車両の接近を通知することで、一般交通への安全確保（人の

目では確認しにくい、夜間時や雨天時等の視認性低下時にお

いても効果的）する。 

＜ 表Ⅲ ＞ 
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以上のように、業務の実態を踏まえて運用改善を図っていけば大きな効率化が可能と考えられ、

そのための運用システムの開発が必要になってくるので、今回のリサーチ結果をノウハウとして

提供していくことで、各事業者でのシステム開発を支援してゆきたい。 

また、多くに事業者にとって、こうした車両運用管理の改善にＥＴＣが使えることが知られて

おらず、こうした事例を広く紹介して多くの事業者の間で検討が進むように導いていくことも重

要な課題である。 

 

 

 

第４章：今後の展開  

 

前章では、利用車番号サービスを使った事前登録型で料金決済を伴わない車両運用管理の改善

の事例について紹介したが、一般車両の駐車場等での料金決済については、事前登録が大きなネ

ックとなっている。 

 このような一般車両が街中でのＥＴＣ利用を目指し、ＥＴＣのセキュリティを損なうことな

く道路料金以外の民間の駐車場やドライブスルー等のＥＴＣカードの決済が利用できるシステム

も検討されている。事前登録が必要なくＥＴＣ搭載車であれば自動的に駐車場でのＥＴＣ決済が

可能となって利用者の利便性が向上し、広く普及することも可能になる。 

 一方、事前登録型の利用車番号サービスを活用した車両運用管理の改善については、前章で紹

介したＥＴＣを活用した成功事例や改善案を、広く関連事業者に披露し理解を求めながらＥＴＣ

の利活用、システムの導入を検討いただくことが重要であり、今回の検討結果をまとめ、周知活

動を展開していきたい。その結果、多くの物流センターや物流事業者の間でＥＴＣの活用が拡が

っていくものと期待される。 

 

 

 

第５章：今後の展望（結論）  

 

２０２０年に東京で開催されるオリンピック／パラリンピック開催に伴う経済波及効果が 

約２０兆円、生まれる雇用誘発数は１２０万人と想定されるが、一方で、狭いエリアに大多数の

競技場を配するコンパクト開催を目指しているため、１日当たり９０万人、のべ１０００万人と

も言われる観客が狭いエリアに集中し、交通も集中すると考えられる。こうした観客をそれぞれ

の会場にどう運ぶか、どう捌くかは非常に大きな問題である。 

 こうした人の流れ、交通の流れをコントロールして効率的に捌くため、首都圏の交通流管理を

ＩＴＳにより大きく改善・進化させることが求められており、国や東京都が中心となってプロジ

ェクトが動き始めている。 

 道路の改善や拡張、地下鉄等の公共交通機関の路線や駅の整備充実、駐車場等の整備等の交通

インフラの整備・強化は当然のこととして、さらに整備されたインフラを有効活用するために 

ＩＴＳの果たす役割が大変重要である。 

 例えば、 

○ＥＴＣ技術を活用した車の流入制限やＤＳＲＣ技術を活用した交通情報提供や安全運転支援、

経路誘導による渋滞防止等の道路ネットワークの有効活用 

○路車・車々間通信を活用した駐車案内や駐車場の効率的オペレーション 
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○公共交通機関の効率的運用 

 ・バスロケシステムやタクシー待機行列管理等のバスやタクシーの効率的配車 

○パーク＆ライドの実施 

・モーダルシフトの効率的展開、周辺道路への渋滞対策、スムーズな入退管理 等等の 

開始に向けた検討が進められている。 

 

 以上のように、様々なＩＴＳによるサービスが検討されている中で、“即戦力”として 

ＥＴＣの利活用サービスに期待がかかる。東京オリンピックをモデルケースとして、新たなＩＴ

Ｓサービスの開発と展開･実証が進み、ＩＴＳの大きな進化に繋がっていくものと考える。    

             


