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序 

 

貨物車交通による輸送は，貨物輸送（重量ベース）の 9割以上を担っており,その効

率化・円滑化が求められている．一方，今後 10年余りの期間において，築後 50年以

上経過する橋梁が 4割を超える状況にあるなど，我が国で高度経済成長期に建設され

た道路施設の老朽化対策は喫緊の課題であり，点検・維持・修繕の適切な実施ととも

に，道路の劣化への影響が大きい大型貨物車の通行適正化が必要とされている． 

本研究では，大型貨物車交通マネジメントに関し，我が国における現状の取り組み，

ITSの研究開発・導入状況，海外での導入事例調査結果，既往の研究を整理した上で，

ITS を用いた大型貨物車交通マネジメントを提案し，その実現に向けた課題のいくつ

かについて，実験データ等を用いた分析・検証を行った．また，提案した ITSを用い

た大型貨物車交通マネジメントにより期待される社会便益について考察を行った． 

本研究により得られた主な知見を以下に挙げる． 

第一に，我が国で路側機の整備・車載器の普及が進む ETC2.0システムを，これまで

整備されてきた既存システムと連携して活用することで，ETC2.0車載器装着車両に対

する負担軽減・優遇措置，車載器非装着車両に対する現地取り締まりの集中化，収集

データの分析・活用による大型貨物車交通改善施策の評価・改善を，一体的に実施す

る大型貨物車交通マネジメントを提案し，その実現に向けた課題を明らかにした． 

第二に，提案した大型貨物車交通マネジメントの実現に向けた課題の一つである，

プローブ情報収集路側機の整備水準の検証を行う際，大型貨物車の走行経路の特性を

考慮した形で，路側機の整備状況に応じたプローブ情報による通行経路把握可能区間

の割合を明らかにした．具体的には，現状の路側機整備水準では，通行経路把握水準

は 54％程度であること，設置間隔等に一定の条件を設け，直轄国道上にプローブ情報

収集路側機を追加配置する場合には，900箇所に追加配置した段階で，最大限（1,259

箇所）追加配置した場合の効果の 95%程度が発現し，さらに路側機を追加配置するこ

とによる，通行経路の把握水準の増加はわずかであることを明らかにした． 

第三に，提案した大型貨物車交通マネジメントの実現に向けた課題の一つである，

収集したプローブ情報を適切に処理し，推定される走行経路を生成する方法および許

可経路と照合・違反判定する方法について，実験車両の走行により得た実際の ETC2.0

プローブ情報を用いて，比較・分析を行い，課題を明らかにした．  
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第１章 序論 

本研究では，ITS（Intelligent Transport Systems）を用いた大型貨物車交通マネジ

メントにより，大型貨物車の交通適正化を図ることで道路施設の劣化への影響を抑

制し，かつ大型貨物車交通の円滑化・効率化を図る方法を検討し，具体的に我が国

において適用する際の課題について検証する． 

本章では，我が国における貨物車交通および道路施設の老朽化の現状について概

観した後，これまでに実施されてきた大型貨物車交通マネジメントの概要を述べる．

また，我が国における主な ITS の導入・普及について述べた後，海外における ITS

を用いた大型貨物車交通マネジメントの取り組み例を整理し，これらを踏まえた本

研究の目的を明らかにする． 

 

 

１．１ 我が国における貨物車交通を取り巻く状況 

１．１．１ 貨物車交通の現状 

経済，社会のグローバル化に伴い，企業が国家・地域の枠を超えて立地の選択を

行う中で，国内各地域の活力を維持・向上していくためには，それぞれの立地競争

力を高めていくことが必要である[1][2]．物流の改善は立地競争力強化に寄与する

と考えられる要素の一つであり，中でも貨物車交通による輸送は，図１-１に示すよ

うに貨物輸送（重量ベース）の 9 割以上を担っている[3]ことから，その効率化・円

滑化が求められている．そのため，これまでも三大都市圏環状道路をはじめとする

高規格幹線道路網の整備，国際海上コンテナ積載車両の通行支障区間の解消，空

港・港湾をはじめとする物流施設へのアクセス道路の整備，スマートインターチェ

ンジの整備等による既存高速道路ネットワーク有効活用等の施策が実施されてき

ている． 

しかし，社会全体の少子高齢化が進む中で，図１-２に示すように貨物車ドライバ

ーの高齢化が進展していること[1]，労働条件が他業種に比較して劣っている[4]た

め今後は人手不足が想定されること等を踏まえ，これまでの取り組みに加えて，さ

らなる貨物車交通の効率化・円滑化を図る対策が求められている． 

また，貨物車交通は，社会的な外部費用を生じさせることが指摘されている（た

とえば[5][6][7][8][9][10][11]）．PIARC 技術委員会 B4 報告書では，都市における貨

物車交通の社会的問題として，渋滞，環境への悪影響（大気汚染物質の排出，騒音），
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交通安全上の問題，エネルギー消費，景観への悪影響，インフラの損傷，運転者の

ストレス等の問題を挙げている．我が国においては，次項に述べるとおり道路施設

の老朽化が進んでおり，貨物車交通の効率化・円滑化を図る際には，これらの社会

的問題とのバランスに留意する必要がある． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                （文献[3]より作成） 

 

 
図１-１ 輸送機関別分担率の推移（重量ベース） 
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１．１．２ 道路施設の老朽化の現状 

今後 10 年余りの期間において，築後 50 年以上経過する橋梁が 4 割を超える状況

にあるなど，高度経済成長期に我が国で建設された道路施設の老朽化対策は喫緊の

課題であり，点検・維持・修繕の適切な実施とともに，道路の劣化への影響が大き

い大型車両の通行適正化が必要とされている[12]．  

特に，制限値を大きく超える重量の大型貨物車は，道路施設の損傷・劣化に大き

な影響を与えるとされている[13][14]ことから，従来，大型貨物車交通のマネジメ

ントの仕組みとして、次節で詳述する特殊車両通行許可制度が設けられ，制限値を

超える車両の通行適正化の取り組みが実施されている．特殊車両通行許可制度につ

いては，車両の大型化への対応や，許可手続きの迅速化等による効率的かつ迅速な

物流の実現と，悪質違反車両に対する厳罰化による，さらなる通行適正化が必要と

されており[13]，道路構造物の老朽化が進む現状を踏まえ，平成 26 年 5 月に表１-１

に示す改善方針が政府より示されている． 

 

 

 

 

図１-２ トラックドライバーの年齢構成変化 

我 が 国 の 年 齢

階級別労働力

人口比率 

トラックドライバ

ーの年 齢構成

（普通） 

トラックドライバ

ーの年 齢構成

（大型） 

（文献[1]より作成） 
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 背景 ●０．３%の重量を違法に超過した大型車両※が道路橋の劣化に与える影響は全交通の 

約９割を占め，一部の違反車両が道路を劣化させる主要因となっている． 

    （※車両総重量20tを超える違反車両） 

●車両の大型化，積載率の向上及び許可手続の迅速化等による効率的かつ迅速な物流 

の実現が望まれている． 

 基本方針 車両の大型化に対応した許可基準の見直し及び適正利用者に対する許可手続を簡素化 

する一方で，悪質な違反者に対しては厳罰化し，大型車両の通行の適正化を進める． 

 具体的な 

取り組み 

●通行許可の基準等の見直しと許可審査手続の改善 

  （１）バン型等セミトレーラ連結車の駆動軸重の許可基準の統一 

 ・バン型等のセミトレーラの駆動軸重の制限を，国際海上コンテナセミトレーラと同等の 

  11.5ﾄﾝに緩和 

  （２）４５フィートコンテナ等の輸送における許可基準の見直し 

 ・45フィートコンテナを積載する車両を始め，バン型等のセミトレーラの車両長の制限の 

緩和 

  （３）許可までの期間の短縮 

 ①主要道路情報のデータベース化を促進 

 ②通行許可のオンライン申請システムを改良・普及促進 

 ③大型車両を誘導すべき道路の範囲を拡大しつつ、国による一括審査を実施 

 ④通行許可に係る審査体制の集約化 

  （４）適正に利用する者の許可の簡素化 

 ①違反実績のない者に対して許可期間（現行２年）の延長 

 ②ITS技術を活用した通行経路把握による通行許可の運用 

   

  ●違反取締りや違反者への指導等の強化 

  （１）違法に通行する大型車両の取締りの徹底 

 ①自動計測装置の増設 

 ②コードンラインを設定し、並行する高速道路と一般道路を一度に取締る等，各道路管 

理者が連携した取締り及び自動計測装置の設置を実施 

  （２）違反者に対する指導等の強化 

 ①国道事務所に呼び出して是正指導を行い，常習的な違反者に対しては告発を実施 

   （措置命令４回又は是正指導５回で告発） 

 ②特に基準の２倍以上の重量超過等悪質な違反者は，現地取締りにおいて違反を確 

認した場合は即時告発を実施 

 ③改正道路法に基づき違反者に対する報告徴収・立入検査の実施．また，報告徴収・ 

立入検査を拒む者に対しては告発を実施 

  （３）関係機関との連携体制の構築 

 ①国土交通省（道路局及び自動車局）， 警察庁，高速道路会社及び全日本トラック 

    協会等と連携し，道路の適正利用を図るための連絡会を設置し，荷主を含めた啓 

発活動、及び違反者情報の共有等を実施 

 ②国土交通省から日本高速道路保有・債務返済機構及び高速道路会社６社に対し， 

    取締り強化及び違反者に対する指導等の強化を検討するよう指示 

 ③自動車局と連携して，違反通行を行った運送事業者に対し貨物自動車運送事業法 

    に基づく行政処分等を行うとともに，荷主に対する是正指導等を行うための検討を 

実施 

   

（文献[13]より作成） 

 

表１-１ 道路の老朽化対策に向けた大型車両の通行の適正化方針 
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１．２ 我が国における大型貨物車交通マネジメントの取り組み 

１．２．１ 貨物車交通マネジメント 

前節で述べたように，貨物車交通は効率化・円滑化が求められる一方で，外部費

用による社会的な問題を生じさせること，また，多様な関係主体が関与することか

ら，適切な計画・マネジメントが必要とされる．Crainic[15]は，貨物車交通の計画・

運用を検討する上で，考慮すべき主要な関係主体として，物資を輸送するサービス

を必要とする「荷主（生産者，ブローカー等）」，物資の輸送を担う「輸送事業者（輸

送者，倉庫・ターミナル業者）」，貨物車交通に関する各種の規制を行うと同時に輸

送に必要となる基盤的な輸送インフラを供給する「政府」の三者を挙げ，それぞれ

が独自の目的とその実現手段を有していることに留意するとともに，戦略段階（長

期），戦術段階（中期），運用段階（短期）に分類して，貨物車交通計画を考慮する

必要性を示している．また，PIARC 報告書[11]では，都市内貨物車交通の関係主体

として，「荷主（メーカ－，卸売業者，小売業者）」，「運送業者（輸送者，倉庫，企

業）」，「都市計画者と規制当局（全国，州もしくは市規模）」，「住民（消費者）」の

四者を挙げるとともに，表１-２に示すような都市貨物車交通に関する諸問題を解決

するためのアプローチを整理している． 

 

 

 

表１-２ 都市における貨物車交通問題へのアプローチ 
 

アプローチ 概要 代表的な具体的施策例 

インフラ整備によるアプローチ 物理的な道路ネットワークおよ

び関係施設の整備 

バイパス・環状道路整備，路外荷さばき施設設置 

など 

規制によるアプローチ 社会、経済、環境を改善するた

めの貨物車交通活動に影響を

及ぼす公共部門による規制 

道路課金導入，トラックルート指定，車両流入規

制，荷さばき時間帯規制，貨物車の許認可制 など 

物流業者主導のアプローチ 物流業者などの民間部門による

取り組み 

GPS技術や高度道路交通管理システムの導入，配

達車両に小型車を採用，積載率向上-積み合わせ

輸送，ターミナル運用の効率性改善 

官民協力によるアプローチ 公共部門と民間部門が共同して

情報収集・計画・評価・調整を行

う取り組み 

都市部配送センター整備，荷さばき時間帯規制，

電動車両・低排出ガス車両に対する補助金，貨物

車協議会の設立 

技術面からのアプローチ ITSなどを用いて民間部門，公

共部門それぞれの課題解決を

図る取り組み 

リアルタイム交通情報提供，GPS技術や高度道路

交通管理システムの導入，交通流測定，積載率向

上-積み合わせ輸送，ターミナル運用の効率性改

善 

行動変化を促すアプローチ 宣伝活動などにより自発的な行

動変化を促す取り組み 

アイドリングストップ運動，リアルタイム交通情報提

供，貨物車協議会設立，都市の貨物輸送に対する

社会的受容性の向上，運転手の能力向上 

（文献[11]より作成） 
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これらから明らかなとおり，貨物車交通に係る社会的問題の解決を図る上では，

問題に応じて各関係主体それぞれにどのような影響が及ぶのかを考慮した上で，適

切な取り組みを実施する必要がある． 

 

 

１．２．２ 我が国におけるこれまでの取り組み 

大型貨物車交通により生じる社会的な問題の一つとして道路施設の損傷・劣化が

挙げられる．これに対し，我が国における規制によるアプローチとしては，特殊車

両通行許可制度が設けられている．すなわち，道路法第 47 条の 2 に基づき，寸法，

重量等において一定の基準値（一般的制限値）を超える車両を運行させようとする

者に対しては，通行許可の取得が義務づけられている．特殊車両通行許可制度は，

制定後これまでいくつかの制度変更等が実施されている[16]．表１-３に一般的制限

値の内容を示すとともに，表１-４にこれまで行われてきた特殊車両通行許可制度に

かかる主な取り組みを示す． 

 

 

 

 

表１-３ 一般的制限値 
 

 
                          （文献[16]より作成） 

 

一般制限値（最高限度）

2.5m

総重量
20t（高速自動車国道又は指定道
路にあっては，車両の長さ及び軸
距に応じ，20～25t）

軸重 10t

隣接荷重 18～20t

輪荷重 5t

3.8m（指定道路にあっては4.1m）

12m

最外側のわだちについて12m

重
量

幅

高さ

長さ

最小回転半径

車両の諸元
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近年の主な制度変更について，以下に概要を述べる． 

物流事業者の負担軽減の観点からは，2004 年 3 月にオンライン申請システムの運

用が開始されるとともに，2009 年には，それまで最長で 1 年間とされていた許可期

間が 2 年間へ延長されている．車両の大型化への対応としては，国際海上コンテナ

を積載するセミトレーラ連結車に対する駆動軸重の緩和（11.5t）や許可上限重量の

見直し（高速道路上：トレーラ連結車 36t），重さ指定道路や高さ指定道路において

規制値を超える総重量（～25t）や車高（～4.1m）での通行に対し許可を不要とす

る制度変更等が実施されている．さらに，2013 年に行われた道路法改正を踏まえ，

表１-４  特殊車両通行許可制度に関する主な取り組み 
 

 
 

1952年（S27）　道路法の制定

1961年（S36）　車両制限令の制定

・車両諸元の最高限度を制定

　（幅：2.5m，高さ：3.5m，長さ：12ｍ，総重量：20t等）

1971年（S46）　道路法・車両制限令の改正

・特殊車両通行許可制度の導入

・高さの最高限度引き上げ（3.8m）

・セミトレーラ連結車に係る特例の導入

　（総重量最高限度引き上げ：高速自動車国道：34t，その他：27ｔ）

　（車長最高限度引き上げ：高速自動車国道：16.5m）

・違反車両に対する罰則の直罰化

1993年（H5）　車両制限令の改正

・車両総重量の引き上げ

　（高速自動車国道及び重さ指定道路：25t）

　（隣接荷重に関する規定の導入）

・トレーラ連結車の総重量、長さ制限緩和

　（高速自動車国道：総重量36t，車長18m）

2004年（H16）　車両制限令の改正

・車高制限の緩和

　（高さ指定道路：4.1m）

・手数料の引き下げ

2004年（H16） オンライン申請システムの導入

2008年（H20）　車両重量自動計測装置の運用開始

2009年（H21）　許可期間の延長（2年→1年）

2013年（H25）　道路法の改正

・大型車誘導区間の指定制度導入

・大型車誘導区間における許可手続き一元化・迅速化

2014年（H26）　大型車誘導区間の指定

・33,830kmを指定、運用開始

2015年（H27）　車両大型化に対応した関係省令等改正

・セミトレーラ駆動軸重の制限値を緩和（11.5t）

・45ftコンテナ等の輸送許可基準見直し（最大18m）
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2014 年 10 月に大型車誘導区間（約 33,830km）が指定され，当該区間のみを通行す

る場合は，国が一元的な審査を行うことで従来 20 日程度を要していた申請審査・

許可発行を 3 日程度で実施することが可能とされている[17]．2015 年 3 月には，大

型車誘導区間の追加指定が行われており，今後も，順次追加指定が行われていく見

込みであるとともに，今後，ETC2.0 装着車両に対して許可事務の簡素化および大

型車誘導区間の一括許可を実施する方針が示されている[18]． 

取締りの強化の観点では，技術面からのアプローチとして，2008 年に路面設置型

の自動重量計測装置（Weigh-In-Motion：WIM）の計測結果に基づく指導警告発出の

運用が開始されるとともに，2013 年には，違反通行を繰り返す事業者に関し，措置

内容をウェブサイト等で公表する運用が開始されている[19]． 

大型貨物車交通の効率化・円滑化を図る上でのインフラ整備によるアプローチと

しては，幹線となる都市間高速道路および三大都市圏環状道路といった高規格幹線

道路網の整備や，港湾，空港，物流ターミナル等の物流拠点へのアクセス道路の整

備が進められてきている．さらに，国際物流の拡大に伴い国際海上コンテナを用い

た輸出入が大幅に増加したことに対応するため，国土交通省は国際海上コンテナ積

載車両が積み替えなく通行できる幹線道路ネットワークの確保に取り組むことと

して，2006 年に「国際物流基幹ネットワーク」を選定し，通行支障区間の解消に順

次取り組んでいる[2]． 

 

１．２．３ これまでの取り組みにおける課題 

道路施設への損傷・劣化を抑制する観点から，大型貨物車交通の適正化を図るた

め，前項で示したような取り組みが進められてきているところだが，依然として以

下の課題が残されている． 

規制によるアプローチである特殊車両通行許可制度については，これまで違反車

両に対する取締り強化や申請者負担を軽減する改善措置が図られてきたところで

あるが，以下の点で課題が残されている．第一に，特殊車両通行許可制度の違反者

に対する取締りが不十分である点が挙げられる．橋梁設置型の自動重量計測計

（Bridge Weigh-In-Motion：BWIM）を用いた小林らの調査[20]では，3 つの橋梁にお

いて，車両重量が 50tf を超える車両が日々通行しているとの結果が示されており，

また，2011 年度の国土交通省の車両重量自動計測装置の計測結果[19]においても，

大型車両の 33％が，車検証に記された車両総重量を超過し，かつその軸重が 10 ト

ンを超過している車両であることが明らかにされている．すなわち，特殊車両通行

許可制度に違反し，超過重量で走行している大型貨物車は少ないとはいえず，通行

の適正化を図るためには，これらの違反車両に対する取締りの強化を，厳しい財政

事情の下で効率的に実施していくことが必要とされている．しかし，路側の重量計
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測基地における引き込み検査は，人員確保・引き込み基地の面積制約の点で実施回

数および同時引き込み台数を大幅に増やすことが困難であること，基地の箇所が固

定されているため検査開始後に違法通行車両の回避行動が取られてしまうこと，遵

法車両に対しても負担が増加してしまうこと等の課題がある．すなわち，低コスト

で特殊車両通行許可の遵守状況を確認する仕組みの実現が課題である．第二に，適

正利用者に対する観点からは，申請・許可手続きのさらなる簡素化・迅速化を図る

とともに，現在は紙媒体で交付されている許可証を容易に，随時確認できる仕組み

づくりを進めることで，物流事業者の負担および道路管理者の許可事務コストの削

減を図ることが課題とされている[21]．第三に，車両の大型化に対応した許可基準

の合理化や見直し等を図っていく観点からは，橋梁点検結果データや車両走行状況

のモニタリングデータ等を継続的に取得し，活用を図ることも，今後の重要な課題

と考えられる． 

インフラ整備によるアプローチである道路ネットワーク整備については，高規格

幹線道路整備や物流施設へのアクセス道路整備に関する，施策効果評価および

PDCA サイクルの実施による改善が不十分である点があげられる．公共部門の財政

状況が厳しい中，今後，大型貨物車交通の円滑化・適正化を図る上でのインフラ整

備は真に効果的な箇所に集中して実施する必要があり，そのためにはインフラ整備

の，大型貨物車交通の円滑化・適正化の観点からの効果評価およびそれに基づく改

善（PDCA サイクル）の実施を図る必要がある．効果評価および評価に基づく PDCA

サイクルの実施にあたっては，道路整備後の総合的な時間短縮効果，旅行時間の信

頼性向上効果等を，大型貨物車の交通量や，区間毎の旅行速度，経路選択率等を計

測・推計し，整備前と比較することが必要となるが，大型貨物車交通の実際の走行

経路の変化，トリップチェーンとしての時間短縮効果等については，評価するため

の適切なデータの入手が難しく，迅速かつ十分な評価が困難である．たとえば，貨

物車交通に関する調査としては，全国貨物純流動調査（物流センサス）や都市圏物

資流動調査が行われており，道路交通センサスにおいても，OD 調査の中で貨物車

を対象とした調査が行われている．しかしながら，いずれの調査も数年おきに実施

されており，また，調査日は特定の日に限定されている．そのため，これらのデー

タを用いて，道路整備による経路変化やトリップチェーンの変化について正確な効

果評価を行うことは困難といえる．大型貨物車の車種，重量，通行経路，交通量に

ついて，より密なデータを用いて，物流道路ネットワーク整備の効果評価を行うと

ともに，今後の整備および維持管理の優先順位検討，路上工事計画，災害時の道路

復旧計画策定等を実施していくことが課題といえる． 
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１．３ ITS の導入と普及 

１．３．１ 貨物車交通マネジメントにおける ITS 

情報通信技術は近年急速に高度化するとともに，低コスト化に伴い導入・普及が

進み，社会の様々な場で活用されるようになってきている．交通分野における情報

通信技術の適用は「ITS（Intelligent Transport Systems）」と呼称され，各国・地域で

多様なサービスが考案・実証・導入されている．例として我が国の「高度道路交通

システム（ITS）推進に関する全体構想」[22]における ITS サービスの分類および

PIARC の「ITS Handbook」[23]における ITS サービスの分類を表１-５および表１-６に

示す． 

 

 

 

表１-５ 「高度道路交通システム（ITS）推進に関する全体構想」のサービス分類 

 

 
（文献[22]より） 

 

 

 

 

 

開発分野 利用者サービス

ナビゲーションシステムの高度化 交通関連情報の提供
目的地情報の提供

自動料金収受システム 自動料金収受

安全運転の支援 走行環境情報の提供
危険警告
運転補助
自動運転

交通管理の最適化 交通流の最適化
交通事故時の交通規制情報の提供

道路管理の効率化 維持管理業務の効率化
特殊車両等の管理
通行規制情報の提供

公共交通の支援 公共交通利用情報の提供
公共交通の運行・運行管理支援

商用車の効率化 商用車の運行管理支援
商用車の連続自動運転

歩行者の支援 経路案内
危険防止

緊急車両の運行支援 緊急時自動通報
緊急車両経路誘導・救援活動支援
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表１-６ ITS Handbook におけるサービス分類 
 

（文献[23]より） 

 

 

 

貨物車交通マネジメントの分野においても，1990 年代から，インターネットに代

表されるウェブ技術，移動通信技術，自動識別技術，位置測位技術，計測技術等を

活用し，世界各国で ITS の検討・実証・導入が進められている（たとえば

[24][25][26][27][28][29][30]）． 

貨物車交通分野における ITS の分類として，Ginnopoulos[26]は表１-７に示す 3 つ

の主要分野，アプリケーションを挙げている．また，Marchet[30]は，既往文献調査

結果を踏まえ表１-８に示すような 4 つの分類を提案している． 

Traffic management Transportation planning support

Traffic control

Incident management

Demand management

Policing/enforcing traffic regulations

Infrastructure maintenance management

Traveler info Pre-trip information

On-trip driver information

On-trip public transport information

Personal information service

Route guidance and navigation

Vehicle systems Vision enhancement

Automated vehicle operation

Longitudinal collision avoidance

Lateral collision avoidance

Safety readiness

Pre-crash restraint deployment

Commercial vehicle Commercial vehicle pre-clearance

Commercial vehicle administrative processes

Automated roadside safety inspection

Commercial vehicle on-board safety monitoring

Commercial vehicle fleet management

Public transport Public transport management

Demand-responsive transport management

Shared transport management

Emergency notification and personal security

Emergency vehicle management

Hazardous materials and incident notification

Electoronic payment Electornic financial transactions

Safety Public travel security

Safety enhancement for vulnerable road user

Intelligent junctions
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表１-７ 貨物車交通分野における ITS の分類例（G.A. Giannopoulos） 

 

 
（文献[26]より作成） 

 

表１-８ 貨物車交通分野における ITS の分類例（G. Marchet et.al） 

 

 
（文献[30]より作成） 

 

Key areas Key applications

freight resource management intra-company resource management system

on-line freight information systems for cargo terminals

integrated route planning with mobile communications

centralised route planning

internet based platforms for information and data exchange

freight capacity exchange systems

terminal and port information and systems to operate and optimise the performance of ports

 communication systems   and port terminals

logistics information and communication systems for inter-

  modal cargo terminals

data exchange systems (EDI or Internet based)

freight and vehicle tracking and systems for tracking and tracing vehicles/load units

 tracing and "back-office" logistics control and regulate the status (i.e. position, security, 

  operational conditions and integrity） of goods, loading

  units and vehicles

Transportation management applications carier load tendering

routing and scheduling

shipment tracking and tracing 

freight payment and auditing

Supply chain management applications information exchange

  order processing and tracking

  proof of delivery

  freight document digitalisation

real-time management 

Field force automation applications access to back-office

  fi l l ing in standard forms and reports

workflow/order processing

  sending requests

  checking status

storage of critical data on a mobile device

information synchronisation with corporate software

wireless data transfer

Fleet and freight management applications reporting vehicle travel times, service times, delivery points

reporting parameteres 

  (e.g. load temperature, door security, pallet and trailer location) 

real-time input to dynamic vehicle management
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１．３．２ 我が国における ITS の導入・普及状況 

通信技術の高速大容量化に伴い，我が国の道路交通分野においては，従来，道路

管理者側からの情報提供が主であった取り組みから，自動車側情報の収集も行う双

方向化へと高度化が図られている．本項では，特に道路管理者が中心となって進め

てきた主な ITS について，開発経緯等の概要を述べる． 

  

（１）マスタープランとスマートウェイコンセプト 

我が国においては，政府方針として ITS を推進していくことが，1995 年 2 月に，

「高度情報通信社会推進に向けた基本方針」の決定という形で位置づけられた．

1996 年には関係 5 省庁（建設省，通商産業省，運輸省，警察庁，郵政省（いずれも

当時の名称））の協力により，日本の ITS のマスタープランといえる「高度道路交

通システム推進に関する全体構想」[22]が策定された．そこに示された開発分野・

サービスは表１-５に示したとおりである．貨物車交通に関するサービスは「道路管

理の効率化」および「商用車の効率化」として整理されている．これに基づき 1999

年には「高度道路交通システムに係るシステムアーキテクチャ」が策定された．  

また，1999 年には，先端的な ITS 技術を統合して組み込んだ高度な道路交通の実

現に向けて，産学官の関係者により構成されたスマートウェイ推進会議が，「スマ

ートウェイの実現に向けて」との提言[31]を発表した．その中で，スマートウェイ

は，以下のとおり定義されている．「スマートウェイは，車やドライバー，歩行者

等多様な利用者との間で様々な情報のやりとりを可能とする道路であり，利用者の

安全性や利便性の向上，円滑な交通の確保による環境保全等，多様な ITS サービス

展開の基盤さらには，快適で豊かな生活や社会の創出につながる基盤となるもので

ある．具体的には，スマートウェイは，路車間の通信システム，センサー，光ファ

イバーネットワーク等の必要な施設が組み込まれている道路であり，かつこれら施

設を ITS の多様なサービスの提供に活用できるようにする仕組み（情報の共通利用

や自由なやりとりを支えるための各種の決まり等（オープンプラットフォーム））

を統合的に備えている道路である．」また，プロジェクトの進め方として，社会実

験を積極的に行うことで社会やユーザの受容性を検証することの重要性や，技術開

発，学術研究にあたり産・学・官の連携体制を構築して協調することの必要性が主

張されている． 

 

（２）ナビゲーションシステムの高度化 

我が国においては，高度道路交通システム推進に関する全体構想の策定前から，

トラフィックカウンターや車両検知器の導入，可変道路情報板の導入，CCTV の導

入，気象観測センサの導入，通信網としての光ファイバの敷設等が順次進められて
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いた．1973 年には首都高速道路において交通管制センタの稼働が開始されており．

1980 年には，高速道路において，収集した道路交通情報をリアルタイムにドライバ

ーへ伝えるハイウェイラジオサービスが開始されている． 

また，収集・処理・提供される様々な道路交通情報を地図上に表示させるなど，

ITS の多様なサービスを展開する上で不可欠な共通基盤技術として，建設省（当時）

を中心にデジタル道路地図（DRM）の研究開発が始められ，1988 年にデジタル道

路地図標準フォーマットが策定された．これを利用し，1990 年には DRM 対応のカ

ーナビゲーションシステム（カーナビ）の販売が始められた．なお，1995 年には

2.5 万分の 1 の地形図による DRM データベースの全国整備が完了している[32]． 

路車間通信システムの研究開発も 1988 年頃に開始され，1993 年の公開デモンス

トレーション実験を経て，1996 年から，FM 多重放送および路側機による狭域通信

を用いて，道路リンク単位の混雑状況・走行所要時間を，車載のカーナビへ伝える

VICS サービスが開始された．VICS サービスにより，リアルタイムの道路交通状況

を反映した経路選択が可能となり，渋滞箇所の回避が容易になった．VICS 対応カ

ーナビの出荷台数は累計で約 4,734 万台（2015 年 6 月時点）[33]となっており，広

く普及展開が進んでいる． 

 

（３）自動料金収受システム（ETC） 

ノンストップ自動料金収受（ETC）に関する技術開発は 1995 年に開始され，検

証実験等を経て，2001 年に全国各地で ETC サービスの導入が開始された．2005 年

にはほぼすべての料金所において ETC サービスが利用可能となるとともに，2015

年 3 月時点では累計で約 4,943 万台以上の車載器が販売（新規セットアップ）され，

広く普及している．また，高速道路料金所での利用率は 89%前後の水準で推移して

いる[34]． 

我が国で導入されている ETC は，ISO15628, ISO14906, ISO17574 等の国際標準に

適合する技術を採用している[34]．特徴は 5.8GHz 帯において双方向通信を可能と

する狭域無線通信（アクティブ DSRC）を用いている点である．この点は，後述す

る ETC2.0 への進化において大きなメリットとなっている．また，IC カードを用い

ることが可能な 2 ピース型である．したがって，技術的には，プリペイド（事前支

払い），ポストペイ（事後支払い）の双方の決済方式に容易に対応可能であり，公

共交通用 IC カードとの共用も可能である．また，車載器更新時や，複数の ITS サ

ービスを連携・統合させた協調 ITS への移行時においても，利用者は ETC サービ

ス用決済アカウントを変更する必要がなく，円滑に ETC サービスを継続利用する

ことが可能である． 

ETC が導入され，広く普及展開することにより，渋滞対策の交通需要管理施策が

容易に実施，導入することが可能となっており，具体的には夜間・早朝の時間帯割
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引や休日割引等の交通需要を分散させる取り組みが行われてきた[34]．また，高速

道路料金所での ETC ゲートでのノンストップ料金収受サービスに加え，本線上マ

ルチレーンフリーフロー（MLFF）設備による，環境ロードプライシングが行われ

ている．これにより，大型車を都市部の路線から湾岸部の路線へ誘導し，排気ガス

による高速道路沿いの環境汚染の改善が図られている[34]． 

また，2006 年から開始された ETC 利用者番号サービスにより，ETC のシステム

を，高速道路料金の収受のみでなく，駐車場での決済，フェリー乗船，事業所入構

管理等にも活用することが可能となっている[34]． 

ETC の導入および広範な普及展開により大きな効果が生じている．ETC レーン

は現金収受レーンの約 11 倍の料金収受処理能力を有しており，ETC 導入前の 2000

年には，都市間高速道路における渋滞の約 30％は料金所ゲートで生じていたが，導

入後，車載器の普及が進んだ 2009 年には，料金所ゲートにおける渋滞がほぼ解消

された．これにより，年間 21 万トンの二酸化炭素排出量が抑制できていると試算

されている[34]． 

 

１．３．３ ETC2.0 

（１）ITSスポットサービスの開発 

スマートウェイ推進会議は，2004 年に，二つ目の提言となる「ITS,セカンドステ

ージへ ～スマートなモビリティ社会の実現」を発表した．その中では，カーナビ，

VICS，ETC 等の普及を踏まえた上で，一つの車載器で様々なサービスを利用でき

るようにすることが望ましいとされ，そのための共通基盤を整備すべく，官民共同

研究や規格・仕様の策定，実導入を推進することが提言された[35]． 

このスマートウェイ推進会議の提言を受け，2005 年 2 月に「次世代道路サービス

提供システムに関する官民共同研究」が開始された．官民共同研究には国土技術政

策総合研究所（国総研）と民間企業 23 者が参加し，2006 年には「スマートウェイ

公道実験 Demo 2006」が国総研試験コースで実施され，2006 年 3 月に最終報告書が

公表された．さらに，2007 年には首都高速道路上で，路側機からの情報提供等を行

う公道実験が行われ，システム開発完了段階にあることが実証された．これを受け

て，2009 年には社団法人電子情報技術産業協会（JEITA）（当時）から車載器仕様が

発行されるとともに，各メーカによる対応車載器の市販が開始された．また，財団

法人新道路産業開発機構（HIDO）（当時）から路車間通信インタフェース仕様が発

行され，2010 年には国総研から路側機およびセンタ装置の仕様が発行された．2015

年 8 月現在の車載器，路側・センタ装置，通信インタフェ－スにかかる仕様を表１-９

に示す． 
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表１-９ 車載器，路側・センタ装置，通信インタフェース仕様一覧 

 

 

 

これらの仕様に基づき，全国の高速道路上に約 1,600 機の路側機が設置され，2011

年に「ITS スポットサービス」という名称で，全国的なサービス運用が開始された． 

 

（２）ETC2.0への名称変更 

2014 年，それまでの ITS スポットサービスの普及展開状況を踏まえ，国土交通省

は，ITS スポットサービスに新たなサービスを追加し，ETC2.0 サービスとしてさら

なる展開を図る方針を発表した．新たに追加される予定のサービスは，プローブ情

報収集により得られる経路情報を活用するサービスであり，具体的なアプリケーシ

ョンとしては、環状道路等において賢い経路選択を行った車両に対するインセンテ

ィブ付与や，特殊車両の管理、物流車両支援などが例示された．国土交通省の発表

しているサービス内容を表１-１０に示す． 

 

 

 

 

車載器仕様 発行者：一般社団法人電子情報技術産業協会

　　TT-6001A　ITS車載器標準仕様

　　TT-6002A　ITS車載器DSRC部標準仕様

　　TT-6003A　ITS車載器カーナビ部標準仕様

　　TT-6004　　ITS車載器用音声合成記号

センタ・路側機仕様 発行者：国土技術政策総合研究所

　　路側無線装置（DSRC：スポット通信）仕様書（案）Ver.3.0

　　中央処理装置（DSRC：スポット通信）仕様書（案）Ver.2.0

　　音声処理装置（DSRC：スポット通信）仕様書（案）Ver.2.0

　　センター間インタフェース（DSRC：スポット通信）仕様書（案）Ver.3.0

　　プローブ処理装置（DSRC：スポット通信）仕様書（案）Ver.3.0

　　情報接続処理装置（DSRC：スポット通信）仕様書（案）Ver.2.0

　　路側センター間インタフェース仕様書（案）Ver.3.0

インタフェース仕様 発行者：一般財団法人道路新産業開発機構

　　DSRC-A11310　電波ビーコン5.8GHz帯データ形式仕様書 ダウンリンク編 Rev1.3B

　　DSRC-A11320　電波ビーコン5.8GHz帯データ形式仕様書 アップリンク編 Rev1.3B

　　DSRC-A11340　電波ビーコン5.8GHz帯データ形式解説書 ダウンリンク編 Rev1.3B

　　DSRC-A11350　電波ビーコン5.8GHz帯データ形式解説書 アップリンク編 Rev1.3B

　　DSRC-A11400　電波ビーコン5.8GHz帯路車間インタフェース仕様書 Rev1.3B

　　DSRC-A14370　電波ビーコン5.8GHz帯発話型ITS車載器向けデータ形式仕様書・解説書 ダウンリンク編 Rev1.2

　　DSRC-A14380　電波ビーコン5.8GHz帯発話型ITS車載器向けデータ形式仕様書・解説書 アップリンク編 Rev1.2

　　DSRC-A14410　電波ビーコン5.8GHz帯発話型ITS車載器向け路車間インタフェース仕様書 Rev1.2

　　DSRC-A10400　5.8GHz帯DSRC情報接続サービス路車間インタフェース仕様書
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表１-１０ ETC2.0 のサービス内容 

 

 
（文献[36]より作成） 

 

 

（３）ETC2.0の特徴とサービス内容 

ETC2.0 の特徴として，ETC に採用された 5.8GHz 帯のアクティブ DSRC を路車

間の通信方式として採用している点が挙げられる．そのため，ITS スポットと呼ば

れる路側機から車載器に対する情報提供サービスだけでなく，車載器側から ITS ス

ポットへのプローブ情報の送信（アップリンク）も可能である．車載器は複数の共

通機能を組み合わせた基本アプリケーション・インタフェースを採用することによ

り，多様な ITS サービスの実現を可能としている．また，ETC と同様，多目的 IC

カードが利用可能である[36]． 

2011 年から導入された高速道路上のサービスでは，従来の VICS を大容量化した

ダイナミックルートガイダンスや画像を用いた広域道路交通情報提供といった渋

滞回避支援サービス，および，前方障害物警告や気象情報提供，路面情報提供とい

った安全運転支援サービスが提供されている．サービス時にカーナビ画面上に表示

される画像情報の例を図１-３に示す．また，従来の ETC サービスと完全に互換的な

ETC サービスも利用可能である． 

ETC2.0 サービス開始後，国土技術政策総合研究所が利用者モニタに対して実施

しているアンケート調査では，図１-４，図１-５に示すように，7～8 割のユーザがこ

れらのサービスに対して効果的であると評価していることが報告されている[37]． 

 

 

 

ETC2.0基本サービス 渋滞回避支援
　　広域での渋滞情報を配信

安全運転支援
　　事故多発地点等での注意喚起
　　渋滞状況等を画像で提供
　　積雪や霧などの気象状況を画像で提供
　　大災害時の通行可能ルート情報を提供

ETC（自動料金収受システム）

経路情報を活用したサービス 賢い経路選択を行うドライバーへの優遇措置
（導入予定） 　　都心混雑時の環状道路への迂回

　　事故・渋滞時の一般道路利用

物流の効率化等支援
　　走行経路・急ブレーキ情報等の物流業者への提供
　　特殊車両の走行経路把握による許可の簡素化

民間サービス 公共駐車場決済サービス　等
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（a）渋滞回避支援サービスによる情報提供の例 

 

 

 

 

 

（b）安全運転支援サービスによる情報提供の例 

 

図１-３ ETC2.0 サービスによる情報提供の例 
 

 

 

 

（文献[37]より） 

図１-４ 渋滞回避支援サービスに対するモニタ評価結果 
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（文献[37]より） 

図１-５ 安全運転支援サービスに対するモニタ評価結果 

 

 

（４）ETC2.0プローブ情報 

ETC2.0のアップリンク機能を活用したプローブ情報の収集も 2011年から開始さ

れている．ETC2.0 プローブ情報には，基本情報，走行履歴データと挙動履歴デー

タが含まれており[38]，それぞれの内容は表１-１１に示すとおりである． 

 

 

表１-１１ ETC2.0 プローブ情報の内容 

 

 

（文献[38]より作成） 

種別 内容
カーナビ機器に関する情報
（無線機，製造メーカ，型番等の情報）
車両に関する情報
（ナンバープレート情報を除く）

走行履歴データ 時刻，緯度・経度に関する情報
（走行開始・終了地点に係る情報を除く）

（記録時点） 前回記録・蓄積した地点から200m走行した時点，または，進行方位が前回記
録・蓄積した方位から45度以上変化した時点

挙動履歴データ 時刻，緯度・経度，走行方位，前後加速度，左右加速度，ヨー角速度に関する
情報

（記録時点） 前後加速度，左右加速度，ヨー角速度のいずれかが閾値（-0.25G，±0.25G，
±8.5deg/秒）を超えた際のピーク値計測時点

基本情報
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走行履歴データを用いることで，個別の車両がどのような経路をどのような速度

で走行してきたかが把握でき，これまでは人手観測，あるいはトラフィックカウン

ター等の機器設置が必要だった道路交通状況の把握が，広範な地域において 365 日

24 時間可能となる．一方，挙動履歴データを用いることで，急ブレーキや急ハンド

ルが生じている危険箇所を把握することが可能となる．車載器の普及率に依存する

部分は存在するが，これらのプローブ情報を用いることで，道路交通問題の，より

正確な現状把握および対策実施後の評価が可能となる． 

ETC2.0対応車載器は，2015年 9月末時点で，約 76万台が車両に装着されており，

2011 年のサービス開始以降，特に乗用車を中心として、急速に普及が進んでいる．

加えて，国土交通省は，これまで高速道路を中心に設置されていた路側機を，直轄

国道沿いにも展開し，倍増させる取り組みを進めている．また、収集したプローブ

情報の利活用の点では，これまで長期的な道路計画立案等の基本データとして，大

規模な人手観測やトラフィックカウンターを用いて，5 年に一度実施している道路

交通センサス（全国道路・街路交通情勢調査）の一部を，ETC2.0 のプローブ情報

を活用することで大幅に効率化する方法が検討されている． 

 

１．３．４ 我が国における大型貨物車の重量計測 

１．２．２で述べたように，我が国では道路施設を保全する観点から特殊車両通

行許可制度が施行されており，その遵守水準を上げる観点から，重量計測基地への

引き込み検査に加えて，路面設置型の自動重量計測装置（WIM）の導入およびその

計測結果に基づく繰り返し違反事業者に対する警告・指導等が行われている． 

路面設置型の自動重量計測装置は，ピエゾ式，ロードセル式の重量計測機器を，

カメラを用いた自動車番認識装置等と組み合わせ，取得した個々の大型貨物車の重

量情報（総重量，軸別重量，軸距情報等）と車両情報（ナンバープレート情報，ナ

ンバープレート・車両撮影画像等）を，許可内容との照合を行うセンタ設備へ送信

する機能を有している．しかし，現行の自動重量計測装置は，導入時の初期費用が

高価で，導入箇所を大幅に増加させることが困難であるという課題があり，次章で

みるように自動重量計測装置の活用の効率化や低コスト化を図る技術の研究開発

が取り組まれている． 
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１．４ 海外における ITS を用いた大型貨物車交通マネジメントの取り組み 

１．４．１ 米国における取り組み 

道路施設の保全の観点から，米国において実施されている ITS を用いた大型貨物

車交通マネジメントの事例について，米国連邦道路庁，ルイジアナ州政府，ワシン

トン州政府に対するヒアリング調査結果，及びウェブサイト上で公表されている資

料の調査結果を以下に述べる． 

 

（１）概要 

米国では，連邦政府規則第 23 号 657 条において，州間高速道路に関して，車両

が連邦政府の規定する寸法と重量の制限を遵守していることを保証する役割を州

政府に，各州政府が適正な管理を行っていることを確認する役割を連邦政府に課し

ている．それに伴い，毎年 1 回，各州政府は大型貨物車交通を適正に管理している

ことを連邦政府に報告する義務が課せられている． 

また，連邦政府の規定する全米統一の寸法と重量の制限とは別に，各州が州内の

道路を対象に個別に大型貨物車の寸法や重量を管理する州法を制定していること

に特徴がある．車両の通行許可は州政府の機関により審査，発行されている． 

州政府が実施する取り締まりは，各州政府の重量警察（警察権限を有する重量違

反取り締まり専門組織）が実施している．取り締まり方法としては，州境付近の州

間高速道路上に設けられた重量計測基地における取り締まりが一般的である．重量

計測基地（図１-６参照）においては，基本的に全ての大型貨物車に対して引き込み

線に設置された計測所で制限値を超過していないかどうかの検査，証明書の確認を

行う．そのため，検査待ちの車両による待ち行列の発生，検査時間による輸送時間

の増大・物流コストの増加が課題とされ，一部の重量計測基地では，走行車両重量

計測装置（Weigh-In-Motion, WIM）を備え，引き込み・静止状態での車両計測を実

施する車両の絞り込み（スクリーニング）を実施している． 

 

（２）導入されている ITS 

米国では，前項で述べたように，重量計測基地に大型貨物車を引き込み，静止状

態での車両重量や車両寸法の計測等を行う検査が一般的であり，検査待ち車両によ

る渋滞，検査に要する時間増大による物流費用の増加が課題となっていた．そのた

め，ITS を用いて事前車両選別を行う検査回避サービスである，PrePass サービスが

導入された[39]．PrePass サービスでは，1983 年に技術的な検証を行うため実施さ

れた HELP（Heavy Vehicle Electronic License Plate）プログラムおよびその最終実証

デモンストレーションとして実施された Crescent プロジェクトにおいて用いられ

た技術が基本となっている．具体的な技術としては，自動車両識別技術（Automated 
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Vehicle Identification：AVI），自動車種判別技術（Automated Vehicle Classification：

AVC），走行車両計測技術（Weigh-In-Motion：WIM）である．Crescent プロジェク

トは，米国西岸の 6 州（アリゾナ州，カリフォルニア州，ニュー・メキシコ州，オ

レゴン州，テキサス州，ワシントン州）およびカナダの 1 州（ブリティッシュ・コ

ロンビア州）の州政府が参加し，1991 年に開始され，成功裏に完了した．しかし，

実証された技術を導入・実展開するためには連邦政府予算を支出することができな

いとされたため，官民出資により HELP, Inc．が設立され[40]，PrePass サービスを

開始することとなった． 

HELP, Inc.は，運輸業界の安全性と効率性の向上を使命とする非営利団体であり，

官民の連携により運営されている．そのため，理事会の構成も州政府出身の理事と

運輸業界出身（各州トラック輸送協会等）の理事の人数が同数とされるとともに，

CEO（最高経営責任者）や COO（最高執行責任者）等の幹部職についても，官民

での順送り（rotate leadership）を行い，いずれかに固定されないよう配慮されてい

る． 

PrePass サービスのイメージを図１-７に示す．PrePass サービスでは，フロントガ

ラスの内側に貼り付けられるトランスポンダーと呼ばれる車載器（図１-８参照）と，

重量計測基地手前の 1 機目の路側機との無線通信（①）により，車両の識別および

(a) 事前標識 (b) 重量計測状況 

(c) 計測結果の一覧表示状況 

 図１-６ 米国の重量計測基地 
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車両データ（重量・証明書等）の電子確認（②）が行われる．基準を満たしている

車両については，2 機目の路側機との通信（③）により車載器の緑色灯が点灯し，

重量計測基地での計測を回避して，走行を続けることが可能であることが通知され

る．一方，基準を満たさない車両については，2 機目の路側機との通信により車載

器の赤色灯が点灯し，重量計測基地に立ち寄り計測を受ける必要があることが通知

される． 

なお，基準を満たしている場合でも，後述の FMCSA の安全評点に応じて車両毎

に決定される一定の引き込み率に応じて，計測を受ける必要がある．重量計測基地

の中には，本線上に WIM を設置している箇所もあり，軸重，総重量の確認を行っ

た上で，基準の判定を行う．大型貨物車の運行事業者は，PrePass サービスの利用

登録にあたり，有効な運行資格要件を満たしていることを提示するとともに，米国

運輸省自動車運送安全局（Federal Motor Carrier Safety Administration：FMCSA）の

安全評点を提出する必要がある． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１-７ PrePass サービスのイメージ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１-８ トランスポンダー（車載器） 

（文献[39]より） 

（文献[39]より） 
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PrePass サービスに参加している事業者の大型貨物車は，全米各地（31 州）の 300

箇所以上の重量計測基地において，検査回避サービスを受けることが可能となるが，

通行許可申請・取得は必要である．また，FMCSA の安全評点により，重量計測基

地への引き込み率が変動し，安全評点が低い事業者ほど，高い確率で重量計測基地

へ引き込まれ，計測を受けることとなる． 

表１-１２に示すように，年間のべ 5 千万台（2012 年時点）が PrePass サービスに

よる事前スクリーニングを受け，サービスを利用しない場合と比較して多くの時

間・燃料費用を削減していると試算されている．PrePass サービスの利用事業者数

は 68,584 者で，合計 502,737 台の大型貨物車がサービスを利用しており（2015 年 2

月現在），サービス利用料は 1 台あたり毎月 17.65 米ドルである[39]．HELP, Inc．は

この資金を用いて，多くの州の PrePass サービスに必要な装置の設置，維持管理及

びアカウント管理等のサービス運営を行っており，HELP, Inc.の運営に対して，公

的資金は投入されていない． 

また，HELP, Inc.は，有料道路や橋梁の電子料金収受（ETC）サービスを提供す

る E-ZPassと連携し，PrePassサービスの車載器および利用料支払い口座を使用し，

E-ZPass の電子料金収受施設において ETC サービスを利用することが可能な

PrePass Plus サービスも提供している． 

 

 

表１-１２ PrePass サービス利用による運行費用削減量の試算結果 

 

 
（文献[39]より作成） 

 

 

１．４．２ オーストラリアにおける取り組み 

道路施設の保全の観点から，オーストラリアにおいて実施されている ITS を用い

た大型貨物車交通マネジメントの事例について，ビクトリア州政府，TCA（Transport 

Certification Australia），交通委員会（National Transport Commission：NTC），大型車

両規制局（National Heavy Vehicle Regulator：NHVR）に対するヒアリング調査結果，

及びウェブサイト上で公表されている資料の調査を実施した結果を以下に述べる． 
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（１）概要 

オーストラリアでは，天然資源の採掘や豊富な農産物等の国内物流の需要増加が

著しく，2005 年から 2010 年の 5 年間においては，輸送量が約 2 倍に増加した．一

方，広大な国土で輸送距離は長距離とならざるをえず，労働条件としては良くない

ことからドライバー不足が続いている． 

このような状況下で各州・地区において制定されていた，大型貨物車を含む大型

車両（Heavy vehicle）に関する種々の規則等を，国内において一貫性のある枠組み

へ置き換える検討が進められ，2009 年に全オーストラリア政府協議会（Council of 

Australian Governments：COAG）は，4.5t 以上の大型車両を対象とした，単一の規

制を実施する枠組みを設けることに合意した[41]．2011 年 8 月には，西オーストラ

リアを除く COAG の参加者により，大型車両規制改革の合意書に署名が行われた．

2012 年 8 月には全国大型車両法（The Heavy Vehicle National Law Act 2012：HVNL）

がクィーンズランド州議会で成立し，修正を経て，2014 年 2 月から施行されている．

クィーンズランド州以外でも，首都特別区，ニュー・サウス・ウェルズ州，南オー

ストラリア州，タスマニア州，ビクトリア州で同日に HVNL の施行が開始されてい

るが，北地区，西オーストラリア州では施行されていない． 

全国大型車両法は，以下のような特徴がある．第一に，これまで地区・州毎に行

われていた大型車両交通マネジメントを踏まえながら，独立組織として新たに設立

された大型車両規制庁（National Heavy Vehicle Regulator）が，国内で連続的・統一

的な大型車両交通マネジメントの枠組みの執行主体（Administrator）となる点であ

る．第二に，既存の道路が有する機能を最大限活用する観点から車両クラス（Level 

1～Level 4）毎に走行可能な道路を評価する仕組み（Performance based standards：

PBS）及びそれを用いた許可が規定されている点である．道路の評価結果はインタ

ーネット上で公表されており，車両クラス別に走行可能な経路，走行が規制される

経路，何らかの走行条件が課せられる経路が確認できるようになっている．図１-９

に評価結果の表示例を示す．第三に，後述する，ITS を用いた IAP（Intelligent Access 

Program）の実施が規定されている点である． 

 

（２）導入されている ITS 

オーストラリアでは，広大な国土内を走行する大型車両交通のマネジメントにお

いて，欧米や日本で採用されている WIM を設置することは経済的効率性が低いと

判断され，車載型の重量計，全地球航法衛星システム（Global Navigation Satellite 

Systems：GNSS），携帯電話回線網を用いた移動体通信（テレマティクス）を組み合

わせて用いる管理方法が検討されてきた[42]．2009 年には，TCA とクィーンズラン

ド州政府が共同で車載型重量計の実証実験を実施し，様々な走行状態における計測
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精度を検証した結果が公表されている．その結果によれば，12 種類・製品の車載型

重量計に対し，5 つの州で 7 ヶ月間の実験を実施したところ，全ての車載型重量計

において，一軸あたり±0.5t 以内，あるいは±2％以内の計測精度が確保されるこ

とが確認され，大型車両マネジメントにおいて実用可能な水準であると判断されて

いる[42]． 

IAP は，規制部局，利用者，サービス事業者，認証機関の 4 主体がそれぞれの役

割を果たすことで大型車両交通のマネジメントを実施する枠組みとなっており，

NHVR や州政府といった規制部局（Road Agencies）と大型車両を運行する利用者

（Transport Operators）の間に，サービス事業者（IAP Service Providers）とサービ

ス事業者を認証・監査する第三者機関として，認証機関（Certification Authority：

TCA が引き受け）を設置した点に特徴がある．IAP の枠組み・役割分担を図１-１０

に示す． 

輸送事業者等，大型車両を運行させる利用者は，規制部局に対して IAP の適用を

受けるための利用登録を行い，規制に応じた大型車両の運行を行う．また，サービ

ス事業者にサービス利用料を支払い，運行監視のサービスを受ける． 

図１-９ 車両クラス別の通行可能道路表示例 

（赤色：通行禁止、黒色：通行条件あり）  （地図データ＠2015 Google）    （文献[41]より） 
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（文献[41]より作成） 

 

図１-１０ IAP の枠組み・役割分担 

 

 

サービス事業者が利用者の車両へ設置する車載器から収集されるデータは，重量

に観点をおいた運行監視のみならず，日報作成等の運行管理支援，ドライバーの労

務管理支援，貨物追跡等の民間サービスにも利用される．すなわち，サービス事業

者は，利用者の大型車両に設置した車載器からテレマティクスにより収集する重量

データ，位置データ，ドライバー情報等を処理し，利用者に対して各種サービスを

提供するとともに，規制部局が定める重量等の基準を超過している車両の情報につ

いては，違反情報（Non Compliance Report：NCR）として規制部局へ報告する．規

制部局から指定された認証機関は，民間のサービス事業者が，IAP サービスを提供

するための情報処理方法やセキュリティ管理能力等について，審査，認証，監査を

行い，IAP のサービス水準を担保する役割を担う． 

利用者は IAP の監視を受けること，規定されたサスペンションを備えること等の

要件を満たした場合，通常の重量規制値よりも 10%程度大きな重量規制値（Higher 

mass limits：HML）が適用される優遇措置を受けることが可能となる． 

なお，この IAP の仕組みは 2014 年 2 月から本格運用されるとともに，

ISO/TC204/WG7 において 2009 年から国際標準規格化について検討が進められ，

2013 年に，ISO-15638（ITS Framework for collaborative telematics applications for 

regulated commercial freight vehicles (TARV)）シリーズとして国際標準規格が発行さ

れている[43]．表１-１３に TARV シリーズの標準規格一覧を示す． 
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表１-１３ ISO-15638 TARV シリーズの標準規格一覧 

 

ISO番号 規格の名称 

15638-1 枠組みとアーキテクチャ 

15638-2 標準広域通信を利用する共通プラットフォーム 

15638-3 要求事項，認証手続と監査 

15638-4 システム・セキュリティ 

15638-5 車両データ 

15638-6 規制のためのアプリケーション 

15638-7 その他（非規制）のアプリケーション 

15638-8 車両アクセス監視 

15638-9 遠隔デジタル式タコグラフ監視 

15638-10 緊急通報システム 

15638-11 運転日報 

15638-12 車両重量監視 

15638-13 重量貨物車両の行政による管理と取締り 

15638-14 車両アクセス管理 

15638-15 車両位置監視 

15638-16 車両走行速度監視 

15638-17 荷主貨物の位置監視 

15638-18 危険物輸送監視 

15638-19 車両駐車施設 

                     （文献[43]より） 

 

 

１．４．３ 韓国における取り組み 

道路施設の保全の観点から，韓国において実施されている ITS を用いた大型貨物

車交通マネジメントの事例について，韓国国土交通部，韓国建設技術研究院に対す

るヒアリング調査結果，及びウェブサイト上で公表されている資料の調査を実施し

た結果を以下に述べる． 

 

（１）概要 

韓国では，道路法第 54 条，道路法施行令第 55 条に基づき，日本で実施されてい

る特殊車両通行許可制度に類似した，大型貨物車交通マネジメントが実施されてい

る[44]．通行許可違反車両の取り締まり主体は道路管理者である．警察が取り締ま

りを行う道路交通法違反（積載不良）車両に対しては，道路管理者がその権限を代

行し，罰金を支払うよう指導するとともに，これに反する場合は，警察に通報する

こととされている． 

取り締まり方法は，固定式取締基地における取り締まりと，移動取締チームによ

る取り締まりであり，それぞれの箇所数，人員数等は表１-１４に示すとおりである． 
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国道を管理する国土交通部は，全国を 5 ブロックに分割し，18 の事務所で管理を

行っている．固定式取締基地での 365 日 24 時間の取り締まりに加え，移動取締チ

ームは，重量超過が疑われる大型貨物車を発見すると，スペースのある路側帯等に

おいて，可搬型重量計を用いた計測，取り締まりを実施している． 

高速道路を管理する韓国道路公社では，料金所入り口の大型車専用レーンにおい

て，大型貨物車の重量を常時計測している．計測の結果，重量超過違反が疑われる

車両については，その先の固定基地の計測所（図１-１１参照）において，軸重及び

総重量を静止状態で計測する取り締まりを実施している． 

年間の通行許可件数は約 20,000件で，違反による告発件数は約 52,000件である．

違反の約 8 割（約 43,000 件）は重量違反である． 

 

 

表１-１４ 取り締まり方法別の箇所数と人員数等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    (a) 固定式取締基地の計測所         (b) 計測重量表示装置 

 

図１-１１ 固定式取締基地 

 

 

対象道路 国道 高速道路 その他

実施主体 国土交通部 韓国道路公社 地方自治体

固定式取締基地数 29箇所 330箇所 29箇所

移動式取締基地数 124箇所 - 159箇所

移動取締チーム数 42チーム 9チーム 129チーム

（人数） 526名 （不明） 840名

（2014年10月時点）
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（２）導入されている ITS 

前項で述べた固定式取締基地は，有人であり，ベンディングプレート式の軸重計

が多く設置されているが，今後，軸重計と車番認識カメラを組み合わせた，無人の

ハイスピード方式 WIM の導入が予定されている[45]．2014 年 12 月現在，ハイスピ

ード方式 WIM は，釜山の 3 箇所において試験的に設置され，計測精度等の検証が

行われている．将来的に，2 車線分の計測が可能なハイスピード方式 WIM（設置費

用 5000 万円程度）を全国 100 箇所程度に設置する予定となっている．なお，3 車線

以上ある箇所においては，大型貨物車の走行を第 1 及び第 2 車線に限定し，第 3 車

線を走行する大型貨物車は車番カメラで捕捉する仕組みとすることで，コストダウ

ンを図る方針である． 

移動取締チームは，現在，チーム長の判断により大型貨物車の走行特性を考慮し

た取り締まり計画を立案，実施しているが，今後は設置予定のハイスピード方式

WIM で得られるデータを用いて，全国的な取り締まり計画を立案する体制が構築さ

れる予定である．また，ハイスピード方式 WIM で収集されるデータは，舗装管理

システム（Pavement Management System：PMS），交通管理システム（Traffic 

Management System：TMS），橋梁管理システム（Bridge Management System：BMS）

においても活用される方針である． 

韓国では，日本と同様に大型貨物車が走行する経路の出発地・目的地，車両の種

類・諸元，積載貨物の情報等を，許可申請時に提出することとされており，申請の

大部分はオンライン申請システムが利用されている．申請内容に対する審査として，

寸法の面での審査は自動化されているが，重量の面での審査は，申請者が提出する，

車両重量表や貨物委託書等を利用した計算書等に基づいて実施しており，まだ自動

化されていない（2014 年 11 月時点）．しかし，今後，重量審査システムを自動化・

オンライン化するとともに，オンライン申請された場合には，許可発行後に，申請

者自身の許可データを，スマートフォンを用いて確認することができるような，情

報流通の仕組みを導入する予定である．また，軸間距離 18m，総車両重量 48t を超

えない，軽微な超過範囲と考えられる申請に対しては，リアルタイム許可発行を行

えるよう，車両登録システムや，貨物情報による総重量・軸重自動算定システム，

および関連法令の整備が進められている．確認が可能となる予定の情報項目を表

１-１５に示す．表１-１５に示す情報項目を確認するためのスマートフォン・アプリケ

ーションは，国土交通部自らが運営を実施する予定である．このアプリケーション

は，許可経路表示機能を有するが，経路を案内する機能は備えない予定である．そ

の理由は，経路を案内するような高度なアプリケーションの提供は国の役割ではな

く，民間の競争領域と考えられているためである．また，道路管理者はタブレット

PC 端末を用いて，全許可車両の許可情報が検索可能となる予定である．これによ

り，固定式基地及び移動取締チームによる取り締まりの時間短縮が見込まれている． 
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表１-１５ スマートフォンで確認ができるようになる許可関連情報 

 

情報項目 

・申請者情報 

・許可者情報 

・車両情報 

・積載貨物情報 

・許可経路の情報 

・許可期間の情報 

・許可条件の情報（通行時間、通行方法等） 

 

 

 

１．４．４ 海外におけるその他の特徴的な取り組み 

欧州委員会では，欧州における道路輸送の安全性と公平性を図るため，1985 年に

積載量 3.5 トン以上の貨物車と乗員 9 名以上のバスへのタコグラフ（アナログ式）

の装着義務化を図るとともに，2006 年には，EC 規制 No.561/2006 を公布し新車へ

のデジタルタコグラフ装着義務化を図っている．しかしながら，不正使用や改ざん

等の取締りに多大な費用を要することから，GNSS モジュールを内蔵し，かつ走行

中に取締り機関が遠隔でアクセス可能な路車間通信機能を有するスマート・デジタ

ルタコグラフの規格化が進められた．これを受けて 2014 年に公布された EU 規則

No.165/2014 [46]では，スマート・デジタルタコグラフ仕様が示され，2018 年以降

に販売される新車両および 2030 年時点における全対象車両への装着義務が規定さ

れている．本スマート・デジタルタコグラフ仕様では，車載型重量計測装置とデー

タをやり取りする通信インタフェースの導入可能性についても記述されている．し

たがって，将来的には，欧州の大型貨物車メーカが既に市販化を行っている車載型

重量計の計測データが，スマート・デジタルタコグラフに随時記録されるとともに，

取締り機関が路車間通信により遠隔でそのデータにアクセスし，車両重量を確認す

る仕組みが構築される可能性も考えられる． 

チェコ共和国では 3.5t 以上の貨物車を対象に，2007 年よりフリーフロー方式に

よる対距離課金が開始されており[47]，高速道路等（約 1,421km）の本線上に，4～

5km の間隔で設置されたガントリーの位置で，路側の無線装置と車載器の間で狭域

無線通信（DSRC）を行うことにより，該当区間の距離に対応する料金が徴収され

ている．今後，このガントリー設置位置において，WIM を整備することで，貨物車

課金に対する料金不払いの取締りと重量超過車両の取締りを実施することが計画

されており，2012 年には，WIM の計測結果を根拠として，車両を停止させること

なく重量直接取締りを可能とする計量法の改正が実施されている．また，WIM の試
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験設置および精度検証が実施され，欧州における WIM に関する国際共同プロジェ

クト（COST323）で設定された，WIM による測定結果のみに基づき重量超過車両の

取締りを行う場合の誤差の許容範囲（計測誤差が 5％以内）に収まっていることが

確認されている[47]． 

 

１．４．５ 各国事例の特徴 

１．４．１～１．４．４で述べた各国事例の特徴において，我が国の大型貨物車

交通マネジメントの参考となる点を以下に述べる． 

米国では，自動料金収受（ETC）サービスにも使用可能な車載器を搭載すること

により，引き込み検査を回避できるサービスが広く利用されていること，さらに，

FMCSA の安全評価点に応じて引き込み検査率を変化させることで，規制値を遵守

する優良事業者に対してインセンティブを与えると同時に，引き込み検査の効率化

を図っていることが大きな特徴といえる． 

我が国においても同様に，ITS を用いた大型貨物車交通マネジメントを実施する

際は， ETC2.0 車載器を活用することが考えられる．すなわち，特殊車両通行許可

制度に係る重量等の許可条件遵守状況の確認のために取り締まり基地への引き込

み計測を行う際には，車載器設置貨物車は対象外とする，あるいはこれまでの違反

実績に応じて計測実施有無を判断する等の取り組みが有効と考えられる．これによ

り，遵法優良大型貨物車の運行費用削減を図るとともに，遵法優良大型貨物車を検

査対象から外すことにより実現する，違法重量超過大型貨物車への検査重点化とそ

れに伴う違法車の摘発率向上を図ることが可能と考えられる．ETC2.0 車載器では，

ETC および大型貨物車向けのサービスのみならず，渋滞回避支援・安全運転支援サ

ービスも利用可能であることを考慮すると，米国の取り組み事例よりも普及に向け

有利な状況にあると考えられる． 

オーストラリアでは，車載型重量計を用いて，行政向けの大型貨物車交通マネジ

メントのためのサービスに加えて，運行管理や労務管理等の輸送事業者向けサービ

スを，民間のサービス事業者が提供するとともに，公的な認証機関がそのような民

間のサービス事業者の認証・監査を行う枠組みを導入していることが大きな特徴と

いえる．将来，我が国でも車載型重量計を導入し，連続的な走行状況モニタリング

と重量規制値の緩和をセットで実施するような施策を検討する際には，ビジネスモ

デルの観点から，一つの車載器を多目的・多サービス向けに利用している点を参考

にすべきと考えられる．ただし，車載器を主としたシステムは不正・改ざんの取り

組みが必須である点，また，その場合には，路側からのチェックが効果的である点

を考慮し，路側からの確認が可能な仕組みを合わせて検討する必要があると考えら

れる．また，大型貨物車をいくつかのクラスに分類し，クラス毎に走行が可能な経
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路を特定し，公表している点は，我が国における大型車誘導区間の指定およびその

運用にあたり，参考となる点もあると考えられる．具体的には，典型的な車種区分

毎に，オーストラリアにおける事例と同様に道路ネットワーク評価を行い，走行可

能な道路ネットワーク，条件付きで走行可能な道路ネットワーク，走行できない道

路ネットワークのそれぞれについて一般に公表・情報提供することで，大型貨物車

を運行する者の利便性を向上させることが可能と考えられる． 

韓国では，ハイスピード方式 WIM を大規模に導入し，移動取締の効率化を図る

とともに，取得データを PMS，TMS，BMS にも活用していく方針を示している点が

大きな特徴である．我が国でも大型貨物車交通マネジメントを実施する際には，

WIM で取得したデータを道路管理業務の中で多面的に活用を図ることが有効と考

えられる．加えて，韓国では特車通行許可データをスマートフォンで活用するため

の取り組みが進められている．我が国においても，既にオンライン申請によりデジ

タルデータ化されている特車通行許可経路情報及び通行許可条件情報を，申請者が

容易に活用可能な電子データ形式で提供していくことは，短期的に実施可能で，か

つ許可申請・取得を行う貨物輸送事業者の負担軽減を図る観点から有益な取り組み

と考えられる． 

欧州では，装着義務付けを進める通信機能付きのスマート・デジタルタコグラフ

に，既に市販化されている車載型重量計との通信インタフェースを設けることで，

大型貨物車の重量を道路管理者側でも把握できる仕組みを構想している点が特徴

である．我が国においても，ITS を用いた大型貨物車交通マネジメントとして，車

載型の重量計を用いたモニタリング方法の導入を検討する際は，既に導入が始まっ

ている通信機能付きのデジタルタコグラフや ETC2.0 車載器に，車載型重量計との

通信インタフェースを設けることができるよう，参考にすべきと考えられる． 

チェコ共和国では，計量法を改正した上で，貨物車対距離課金のための，DSRC

方式料金徴収ガントリー設置位置において WIM を設置し，料金不払い車両の取締

りと超過重量違反車両の直接取締りを行う方針で検証等を進めている点が大きな

特徴である．我が国においても，大型貨物車交通マネジメントとして，WIM を活用

した直接取締りを実施する場合には，WIM において一定の計測精度を実現するとと

もに，計量法の中で WIM の位置づけを図ることを検討すべきと考えられる． 

 

１．５ 本研究の目的 

前節までに述べた背景を踏まえ，本研究では，まず，ETC2.0 プローブ情報と WIM

による車両重量計測結果を統合的に活用し，大型貨物車交通に対して，車両重量規

制値に応じた適正な通行の促進を図ることを目標とした，ITS を活用した大型貨物

車交通マネジメントを提案する．その上で，実現に向けた課題を明らかにし，具体
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的に公共・規制部門において整備が必要となる路側機の投資水準を明らかにするた

めの検証および，実験車両により取得した ETC2.0 プローブ情報を用いて走行状況

確認方法に関する分析を行うことで，その実現可能性を明らかにすることを試みる．

さらに，提案する ITS を用いた大型貨物車交通マネジメントによって，短期的・長

期的に実現していくことが可能と考えられる社会便益項目について論じる．これら

により，我が国において ITS を用いた大型貨物車交通マネジメントを早期に実現し

ていく上での貢献を図る． 

 

１．６ 本研究の流れ 

本研究の流れを図１-１２に示す． 

第 1 章では，序論として，我が国における大型貨物車交通マネジメントの状況，

ITS の導入・普及状況，および海外における ITS を用いた大型貨物車交通マネジメ

ントの取り組みを概観するとともに本研究の目的を示す． 

第２章では，ITS を用いた大型貨物車交通マネジメントに関する既往の研究，大

型貨物車の通行経路把握に関する既往の研究，大型貨物車の重量計測技術の既往の

研究について整理した上で，本研究の特徴を明らかにする． 

第３章では，既存の特殊車両通行許可制度を踏まえつつ，ITS を活用し，ETC2.0

車載器装着車両に対する負担軽減・優遇措置，車載器非装着車両に対する現地取り

締まりの集中化，収集データの分析・活用による大型貨物車交通改善施策の評価・

改善を，一体的に実施する方法を提案する．また，その実現に向けた課題について

明らかにし，検証すべき事項について整理する． 

第４章では，第３章で明らかになった課題の一つである，路側機整備水準につい

て，一定の仮定の下，大型貨物車の走行経路把握水準の試算を行う．これにより，

第３章で提案する大型貨物車交通マネジメントを実施する際の，路側機の整備水準

と走行経路把握水準との関係を明らかにすることを試みる． 

第５章では，ETC2.0 を用いた大型貨物車の走行経路確認方法を，第６章では

ETC2.0 を用いた走行経路と許可経路の照合方法について実験データを用いて分析

することにより，第３章で提案する大型貨物車交通マネジメントの具体的な実現方

法について課題等を明らかにする． 

第７章では，本研究で提案する大型貨物車交通マネジメントにより，短期的・長

期的に実現していくことが可能と考えられる社会便益について考察する． 

第８章では，本研究とまとめを行うとともに，今後の研究課題について述べる． 
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第２章 既往の研究 

本章では，本研究が対象とする大型貨物車交通のマネジメントに関連する既往の

研究について整理し，本研究の位置づけ，特徴について述べる．はじめに，海外も

含め貨物車交通マネジメントへの ITSの適用に関する既往の研究を整理する．次に，

我が国における貨物車の走行経路に関する既往の研究，貨物車の車両重量に関する

既往の研究を整理する．その上で本研究の位置づけ・特徴について述べる． 

 

 

２．１ ITS を用いた貨物車交通マネジメントに関する研究 

既往の，貨物車交通マネジメントへの ITS の適用に関する研究としては，たとえ

ば以下のものがある．T. F. Golob et al. [1]は，情報通信技術の進展を踏まえながら，

商用車管理（Commercial Vehicle Operations：CVO）への導入効果について，電子商

取引の促進，荷主と輸送事業者の関係変化，関係主体の多様化等を挙げて整理して

いる．一方で，交通計画主体や政策決定主体には，このような各種効果を定量的に

計る指標が無いことが課題であるとしている．G. A. Giannopoulos[2]は，交通分野

全般における情報通信技術の導入について，それを可能とする要素技術・機器，具

体的な適用分野，流通する情報の種類・内容等を整理している．中でも，貨物車交

通に関しては，貨物資源マネジメント（freight resource management），ターミナル・

港湾情報システム（terminal and port information and communication systems），貨物・

車両追跡・運行管理（freight and vehicle tracking and tracing and “back-office” logistics）

の三つの主要アプリケーションが統合物流の中で取り組まれているとし，それぞれ

の有用性について述べるとともに，サービス相互の情報の可用性やデータの多目的

利用が課題であるとしている．G. Marchet[3]は，文献調査を元に物流分野における

情報通信技術の導入事例を分類するとともに，イタリアの物流業界における情報通

信技術の導入状況について調査を行い，導入状況が不十分であること，導入サービ

ス間の統合が不十分であることといった課題を整理している． また，T. G. Crainic 

et al. [4]は，既往研究の調査を元に，物流企業における ITS 導入についてその特徴

を述べた上で，商用車管理（CVO），高度貨物車管理システム（Advanced Fleet 

Management System：AFMS），City Logistics の三分野が特に重要であるとして，そ

れぞれについて既往の取り組みと課題について整理している．特に CVO に関して

は，物流事業者のみならず，規制当局の関与についても触れており，自動重量計測

装置（WIM）による走行重量把握等の重要性について指摘しているものの，具体的
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な貨物車交通マネジメントの内容・実現方法については述べられていない．A. 

Perego et al.[5]は，同様に既往研究の文献調査を元に，ITS を用いた貨物車交通マネ

ジメントにかかる課題を整理しているが，対象とする分野は物流事業者等の民間企

業に限定されており，道路施設の保全や環境負荷の低減といった観点からの整理は

行われていない．これら以外にも，イタリアの小規模物流事業者における導入事例

調査を通して ITS を用いた貨物車交通マネジメントの課題を整理した P. Evangelista 

et al.[6]の取り組みや，貨物車交通に伴う二酸化炭素排出量の削減に向けて英国の小

売り企業への ITSの導入についてケーススタディを行ったY. Wang et al.[7]の取り組

み，シンガポールにおける実際の ITS 導入企業に対する調査により貨物車交通マネ

ジメントの発展性や導入に際しての障害となる点について整理している

Pokharel[8]の取り組み，物流倉庫と貨物車交通との間の情報に着目して ITS の導入

効果をシミュレーションにより試算している S. J. Mason[9]の取り組み，リアルタイ

ム交通情報を活用した動的経路・計画モデルの効果をシミュレーションにより明ら

かにしているE. Taniguchi et al.[10]の取り組みなどがある．これらの既往の研究は，

貨物車を対象とする ITS 導入にあたっての，具体的な対象分野や課題を文献や具体

事例を元に明らかにしているが，物流事業者を主体として，その事業の効率化，環

境負荷の低減を図れるかといった観点で ITS の導入を位置づけており，道路施設の

保全という観点から貨物車交通マネジメントに ITSの導入を図るという観点は乏し

い．また，いずれの導入事例についても，施設・企業単位の規模であり，国・地域

レベルで貨物車交通マネジメントに ITSを導入するための具体的な提案を行ってい

るものや，その際の課題整理を行っているものはみられない． 

貨物車交通による道路施設等への影響，外部効果，および何らかの貨物車交通マ

ネジメントによるそれらに対する効果の試算を行っている既往研究としては，以下

のような取り組みが見られる.たとえば，D. J. Forkenbrock[11]は米国における貨物

車交通の外部費用（交通事故，排ガス，騒音，道路施設の損傷）を，統計値等を基

に一定の条件を設けて試算し，それらが物流事業者が負担している内部費用の

13.2％にも上るとしている．また，M. Beuthe et al.[12]はベルギーの道路網を対象に

外部費用（渋滞，排ガス，交通事故，騒音，道路施設の損傷）をシミュレーション

により試算し，また，他の輸送モードへと転換した場合の外部費用の低減変化につ

いても試算している．A. C. McKinnon[13]は，英国における貨物車の重量規制緩和

の効果を試算し，車両の大型化に伴い総走行キロが減少し，物流事業者費用および

排ガス等の環境負荷が減少する一方，鉄道輸送から貨物車輸送への転換が生じてい

ることを明らかにしている．M. W. Babcock et al.[14]は米国カンザス州における鉄

道貨物車の大型化に関し，鉄道インフラの増強を行わない場合，貨物が貨物車交通

へと転換し，道路施設の損傷や交通安全の低下という外部費用の形で，大きな負担

が生じるとの試算結果を示している．N. Sathaye et al.[15]は，渋滞・混雑，排ガス，
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交通安全といった観点から，着目・実施されている貨物車の大型化や積載率向上施

策について，個々の車両の排ガス量と舗装の維持管理費用を試算することで，施策

内容に応じて，目的とは異なる分野での外部費用が生じうることを明らかにしてい

る．W. Hang et al.[16]は，中国における貨物車重量規制の評価を行うためのモデル

として，貨物需要，輸送費用，車両選択，舗装維持管理費用をそれぞれ算出し組み

合わせるモデルを提案し，重量規制施策が緩やかな場合，厳格な場合，中庸の場合

のそれぞれのケースでシミュレーションを行うことで，厳格過ぎる規制施策は貨物

車交通量を抑制してしまうこと，穏やかな規制施策は多くの舗装維持管理費用が必

要となるとの推計結果を示している．これらの取り組みはいずれも貨物車交通によ

る外部費用について明らかにすることで，貨物車交通マネジメントの影響・効果を

明らかにする取り組みといえるが，重量規制等の施策が実際に効果を発揮するか，

またそのために具体的にどのような内容の ITSを導入していけばよいのかといった

観点での提案・検討は行われていない．すなわち，貨物車交通マネジメントを実施

し，道路施設の保全を図る上で、具体的にどのような取り組みを行えば良いのか，

また，最新の情報通信技術を活用した ITS をどのように導入していけば良いのかと

いった提案，また，その実現に向けた課題の整理，検証が不足している点が課題と

いえる． 

道路施設の保全や都市内環境の保全を目的とする貨物車交通マネジメントに，ど

のような ITS を導入していけば良いのかをテーマとした研究としては，自動重量計

測装置（WIM）による取り締まりに着目した研究が行われている．たとえば，L. D. 

Han et al.[17]は，米国における引き込み式の重量取り締まり基地において，重量超

過の貨物車を効率的に引き込むための WIM による事前選別に関し，交通量と WIM

の計測精度に応じた変動引き込みパラメータの提案および試算を行い，動的に引き

込みパラメータを変更することで，より多くの重量超過違反貨物車を引き込める可

能性を示している．また，M. R. Karim et al.[18]は，重量超過の貨物車を効率的に引

き込むための WIM の運用方法について，基地の検査能力に応じた方法を提案し，

マレーシアにおけるケーススタディでその有用性を示している．D. Mai et al.[19]は，

WIM で取得されるデータの品質確保のためのデータ処理方法について提案し，アラ

バマ州における 12 基の WIM のデータを用いて検証することで，その有用性を示し

ている．これらの取り組みはいずれも，引き込み式の取り締まり基地において重量

超過の貨物車を WIM を用いて効率的に取り締まるための方法について対象として

おり，いわば，取り締まり強化のみの貨物車交通マネジメントとなっている．WIM

や引き込み基地における取り締まり強化は，一つの有力な方法であるが，規制当局

側の費用負担の増加を伴うとともに，WIM や引き込み基地設置箇所限定での「点」

での取り締まりにとどまり，貨物車の走行経路全般にわたる，貨物車交通全体のマ

ネジメントには不十分である点が課題である． 
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A. J. Hoffman et al.[20]は，アフリカ南部において，WIM と貨物車を識別するため

の車載 RFID タグを用いて，異なる重量規制当局間において重複した引き込み重量

検査を行わないようにする貨物車交通マネジメントを提案している．提案されてい

る方法では，WIM 設置箇所における RFID による個車識別結果と，WIM における重

量計測結果を，複数の重量規制当局間で共有することにより，重量規制値を遵守す

る貨物車は，一定の道路ネットワーク上を，累次の重量計測が行われることなく走

行することが可能となる．また，道路管理者側でも，WIM 等の設備投資を分担でき

る他，重量超過車両に対象を絞り込んだ引き込み検査を行うことができるようにな

るため，双方にとって利点がある仕組みといえる．しかし，車両の特定が RFID の

読み取り箇所に限定されるため，貨物車の走行経路全体を確認できない点が課題と

いえる． 

重量規制当局と輸送事業者という二つの主体の双方の行動について定式化し，重

量規制を含む貨物車交通マネジメントの効果を明らかにする方法に取り組んだ研

究としては，E. Moreno-Quintero et al.[21]の取り組みが挙げられる．具体的には，

重量取り締まり基地において，摘発された違反車両から罰金を徴収する制度の下で，

規制当局と輸送事業者の二つの主体それぞれの費用関数を定式化し，メキシコにお

けるケーススタディを通して，シミュレーションにより規制当局が決定する罰金額

と取り締まり基地設置・運営費用を最適に決定するモデルを提案している．今泉・

羽藤[22]も，道路施設の維持管理問題を念頭において，WIM を備えたチェックポイ

ントの概念を基に，道路管理事業者の費用最小化，物流事業者の配送費用最小化を

図る問題として定式化を行い，単純な道路ネットワークモデルを対象として，チェ

ックポイントによる取り締まり適用時の課題点の考察等を行っている．これらの研

究はいずれも輸送事業者のみならず重量規制当局の行動も含めた定式化により，重

量の観点での最適な貨物車交通マネジメントのあり方を検討する試みといえるが，

実施に向けて，ITS 含めて具体的な導入技術・適用方法が示されていない． 

このほか、貨物車交通マネジメントの効果評価のために ITS をはじめとする情報

通信技術を用いる我が国における既往の取り組みとして，静的な道路ネットワーク

情報を用いた試みがある．柴崎ら[23]や杉山ら[24]は，海上コンテナ車の通行制約

箇所を反映した道路ネットワークを作成し，全国輸出入コンテナ流動調査データの

コンテナ詰め出し場所-積卸港湾間のコンテナ流動を基にコンテナ車の台数を推計

した値を用いて，通行制約箇所により発生する経済損失額を推計している．この方

法では，対象とする海上コンテナ車の，施策実施前後の走行実態を適切に反映した

評価を行うことが困難という点で課題がある．また，土屋ら[25]は，約 8,000 台の

貨物車に搭載された GPS 車載器から得られる，民間事業者のプローブ情報を用いて，

道路プロジェクトの整備効果分析を行い，従来方法と比較した長所と，課題につい

て明らかにしている．先に述べた柳木ら[26]の研究同様，民間事業者のプローブ情
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報を使用している点で，公的に一貫した施策評価を行うための方法が課題として残

されている． 

 

２．２ 貨物車の走行経路に関する研究 

ITS を用いた大型貨物車交通マネジメントにより道路施設の保全を図る上では，

大型貨物車の走行経路を把握，分析することが重要といえる． 

特に我が国における貨物車の走行経路や利用道路種別等を明らかにする試みと

して，柴崎ら[27]は複数の港湾地域，首都圏後背圏における路側交通量調査を実施

し，時間帯別交通量や方面別の高速道路利用率等を算出している．本分析は「点」

での調査結果を基にしており，車種毎の経路情報とあわせ走行経路という「線」の

情報を推定する手法が課題として残されている．  

ドライバーや物流事業者を対象としたアンケート・ヒアリング調査等の結果から

海上コンテナ車の走行経路や利用道路種別について分析した例としては，秋田ら

[28]の取り組み，関谷ら[29]の取り組みがある．小早川ら[30]は，アンケート調査結

果と首都高ランプ出口における調査により貨物車の待機駐車に関する実態調査を

試みている．また，特殊車両通行許可データを用いた分析としては，萩野ら[31]や

鈴木ら[32]の取り組みがある．加えて，アンケート調査と特殊車両通行許可データ

の双方を用いた分析として、野平ら[33]の取り組みがある．アンケート調査は，い

ずれも 3 日間程度で実施されており，60～100 事業者から 1,000～3,500 経路程度の

データを収集するにとどまっている．したがって，道路ネットワーク整備を含め，

大型車両通行マネジメント施策を評価する上では，季節変動を考慮できていない点

やサンプルの数の点で課題が残されているといえる．また，アンケート調査を用い

る手法は，継続的な施策評価を行う際には，連続的・迅速な評価が難しい点につい

ても課題となる．特殊車両通行許可データを用いた分析は，サンプル数の点では，

対象とする大型車両を広くカバーできるといえるが，野平ら[33]がヒアリング調査

により明らかにしているように実際の走行経路が許可経路とは異なる点が課題と

なる． 

都市圏で実施される物資流動調査の結果から大型貨物車の走行実態や物流拠点

立地の分析を行っている研究としては，兵藤らの取り組み[34][35]や東京都市圏交

通計画協議会の分析[36]があり，約 3 万事業所から調査票を回収する事業所機能調

査と大型貨物車走行実態調査を組み合わせた調査結果を用いている．兵藤ら

[34][35]は大型貨物車として特殊大型車両，海上コンテナ車，10 トン以上の貨物車

を対象として分析を行っており，道路施設への影響度を分析する観点では適切に対

象が絞り込まれている．しかし，調査の結果収集できた走行ルートは約 600 サンプ

ルであること，調査がおおよそ 10 年に 1 度と低頻度である点でやはり連続的・迅
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速な分析実施が困難である点が課題として残されている． 

アンケート等の SP 調査結果ではなく，位置測位等が可能な車載器を貨物車に設

置することで得られる情報を基に，実際の走行実態を明らかにする取り組みとして

は，京阪神地域において物流事業者 21 社の貨物車 300 台に設置した車載器から 1

ヶ月間プローブ情報を収集し，道路利用特性や都市内定期配送の走行実態等を分析

した横田・玉川らの研究[37][38][39][40]がある．これらの研究では携帯電話回線網

を用いたテレマティクスによりプローブ情報を収集しており，大型貨物車交通マネ

ジメントに用いる際には，車載器側での不正改造，データ改ざん有無をどのように

チェックし，排除していくかという点で課題がある．田中ら[41]は，九州地域にお

いて，20 台の貨物車に ETC2.0 車載器を搭載し，1 年あまりの長期にわたり収集さ

れたプローブ情報を用いて，ボトルネック箇所の推定や事故・災害時等の経路変更

状況の把握等を試みている．データ改ざんが困難な路車間通信によりプローブ情報

を収集している点，実際の走行経路情報を用いている点，より多くの経路情報を収

集・分析できている点で，前述の SP 調査結果を用いる研究およびテレマティクス

により収集したプローブ情報を用いる研究の短所を補った取り組みといえるが，車

両，あるいは実施時期が限定的であること，対象が地域的に限定されている点で，

全国規模の大型貨物車交通の分析を行う上では課題が残されている． 

さらに大規模にプローブ情報を収集・分析する近年の取り組みとしては，物流事

業者約 1,500社に 43,000台程度導入されている通信型デジタル式タコグラフを用い

てプローブ情報を収集し，経路分析に用いることを提案している濱島[42]の取り組

みがある．また，柳木ら[26]は，物流事業者向けに貨物車用 GPS 車載器販売，運行

データの収集・管理・最適輸配送管理システムの提案等のサービスを実施している

民間企業が有する，過去 12 年分の，日本全国で約 6,000 台分の貨物車プローブ情報

を用いて，東日本大震災による物流への影響を分析している．民間企業の事業実施

に伴い継続的に収集される大規模なデータを用いている点で，これまでの調査に比

して，サンプル数やデータ収集期間の点で大きな長所を有しているといえるが，各

事業者がサービス提供している物流事業者の特性に偏りが生じている可能性があ

る点，各事業者が独自に収集しているデータを公的な施策評価に継続的に使用して

いくための仕組みが未整備である点等が，大型貨物車交通マネジメントに活用する

際の課題として考えられる． 

 

２．３ 貨物車の車両重量把握に関する研究 

ITS を用いた大型貨物車交通マネジメントにより道路施設の保全を図る上では，

大型貨物車の走行重量を把握・分析することが重要となる． 

既往の取り組みとして，橋梁の疲労要因として重量車両の繰り返し荷重に注目し，
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橋梁部材に設置した装置で収集したデータから荷重を計測する BWIM（Bridge 

Weigh-In-Motion）を用いて，荷重実態，疲労損傷度を分析する研究が行われている．

例えば小林ら[43]は，3 橋に BWIM システムを構築し，平均で±0.5tf 以下の精度を

確認した上で，設置箇所における 20tf 以上の車両の通過台数等について分析を行っ

ている．その結果，路線が同一でも主要な幹線道路を横切ると荷重特性が異なるこ

と，路線が異なると交通量が同じでも 20tf 以上の大型車混入率が大きく異なること，

かなりの数の 50tf 以上の重量車両が走行していることを明らかにしている．小塩・

山田[44]は国道 23 号に設置した BWIM を用いて収集した測定結果を基に，日本鋼構

造協会の疲労設計指針に基づき疲労損傷度を計算し，疲労損傷の半分以上が重量車

両全体の 10～20％程度の数の特に重量の大きな車両によって生じていることを明

らかにしている．小塩[45]は，国道 19 号に設置した BWIM を用いて収集した測定結

果を基に，重量車両全体の 19％が重量規制値超過車両であること，車種により重量

規制値超過車両の混入率が異なることを明らかにしている．山田ら[46]は，複数の

路線において BWIM および路面設置型 WIM を用いて測定した重量計測結果を用い

て，各路線の等価荷重を計算し，路線毎の荷重実態の違いを明らかにしている．高

田ら[47]は，阪神高速道路の料金所に設置されている軸重計等のデータを用い，車

両の大型化・重量化が進んでいる傾向を確認するとともに，鋼床版の車線・径間ご

とに等価換算軸数を算出し，点検で発見されたき裂との相関分析を行っている．そ

の結果，すべてのき裂タイプにおいて，等価換算軸数との明確な正の相関は認めら

れなかったとして，詳細な構造や溶接仕様，車両走行位置等と等価換算軸数とを包

括的に評価する指標の構築が課題としている．藤本ら[48]は光センサーを用いる方

式の新型軸重計について，精度，耐久性等について検証している．いずれの研究も，

限られた箇所に設置された BWIM や WIM で取得したデータを用いて分析を行う段

階にとどまっており，重量計測箇所前後の走行経路とのデータ統合等も含めた，大

型貨物車交通マネジメントにおいて計測データを活用する方法については提案さ

れていない． 

車載型の重量計に関しては，Wakishima ら[49]が，大型車両の CAN 情報を用いる

方式について，実道走行によりその精度を検証するとともに，路面設置型の WIM

による計測値と比較することで，実用化水準にあることを明らかにしている．また，

豪州では，２．２．２で述べたとおり，IAP 導入前に，ロードセル方式，エアサス

方式計 12 種類の車載型重量計の精度検証実験[50]を実施し，±2％あるいは±500kg

以内の誤差に収まることを確認している． 

 

２．４ 本研究の特徴・貢献 

本研究では，我が国における ITS の実導入状況，海外における ITS を用いた大型
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貨物車交通マネジメントの導入事例および関連する既往の研究成果を踏まえなが

ら，大型貨物車交通に対して，車両重量規制値に応じた適正な通行の促進を図るこ

とを目標とした，ITS を活用した大型貨物車交通マネジメントを提案する．詳細は

次章で述べるが，WIM で計測する大型貨物車の重量計測結果と，大型貨物車に搭載

した ETC2.0 車載器によって記録され，狭域路車間無線通信により ITS スポット等

の路側機を通過時にセンタへ送信・集約される ETC2.0 プローブ情報を用いて，大

型貨物車の走行経路，走行重量の双方をモニタリングし，走行経路毎に規定される

重量規制値が遵守されているかどうかを確認するとともに，モニタリングが可能な

ETC2.0 車載器装着車両については，取り締まり基地における引き込み検査を免除

したり，あるいは１．２．２で述べた特殊車両通行許可制度における許可取得手続

きの簡素化を実施したりするなどの優遇措置を設ける仕組みを提案する． 

１．４で述べたとおり，海外における導入事例では，車載器を用いた大型貨物車

交通マネジメントの例は見られるが，路側装置により収集する重量計測値およびプ

ローブ情報を用いて大型貨物車交通マネジメントを実施している例は無く，不正防

止の観点から他に類を見ない取り組み案といえる．また，２．１で述べたように既

往の貨物車交通マネジメントに関する研究では WIM を中心とした「点」における

取り締まりを中心とした ITS の活用が提案されているが，本研究で提案する方法は

走行経路が把握可能なプローブ情報を用いる点で既存の提案とは大きく異なる．ま

た，規制当局が継続的に利用可能なプローブ情報を用いた大型貨物車交通の分析事

例はほとんど見られず，これを WIM を組み合わせて実施する大型貨物車交通マネ

ジメントの提案やその実現に向けた課題整理，検証等を行ったものは見られない．

本研究で提案する大型貨物車交通マネジメントは，継続的かつ大規模に車両の通行

情報を収集可能な ETC2.0 システムを最大限活用するものであり，期間や対象が限

定された情報，あるいは特定の民間事業者に依存した情報を利用しない点で，これ

までに提案されているものとは異なる． 

加えて，本研究では，提案する大型貨物車交通マネジメントを実現するにあたっ

ての課題を整理するとともに，その課題のうち，プローブ情報収集路側機の整備水

準と走行経路把握水準の関係について，明らかにすることを試みる．また，収集し

たプローブ情報を用いて貨物車が走行した経路を推定する方法およびそれを既存

の特殊車両通行許可制度の執行で用いられている特車オンライン申請システムと

調和した形式で照合する方法についても，実験車両の走行により収集した ETC2.0

プローブ情報を用いて，複数案を検証・比較することを試みる．既往の研究では，

道路施設保全の観点から実施する大型貨物車交通マネジメントについて，具体的な

実施に向けた課題を整理するとともに，実際に全国規模でその実現を図るための検

証を行っている例は見られない． 

本研究の主な貢献を以下に挙げる． 
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・関係主体の意思決定要因を考慮しながら，ITS（路側機との狭域路車間無線通

信を用いて車載器から収集するプローブ情報と，自動重量計測装置（WIM）に

よる重量計測等）を用いて走行状況のモニタリングを行う車両に対して，通行

許可に関する優遇措置を設ける大型貨物車交通マネジメントを提案するとと

もに，その実現に向けた課題を整理する点 

 

・提案した大型貨物車交通マネジメントの実現に向けた課題の一つである，プロ

ーブ情報収集路側機の整備水準の検証を行う際，実際の特殊車両通行許可デー

タを用いることで，大型貨物車の走行経路の特性を考慮した形で，路側機の整

備状況に応じたプローブ情報収集可能道路区間の割合を明らかにする点 

 

・提案した大型貨物車交通マネジメントの実現に向けた課題の一つである，収集

したプローブ情報を現行の特殊車両通行許可で用いられているデータと調和

した形式で処理し，推定される走行経路を生成する方法および許可経路と照

合・違反判定する方法について，実験車両の走行により得た実際の ETC2.0 プ

ローブ情報を用いて，比較・分析を行い，課題を明らかにする点 
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第３章 ITSを用いた大型貨物車交通マネジメントの提案 

本章では，第２章までで述べた海外における事例および既往の研究，既存の特殊

車両通行許可制度を踏まえつつ，ITS を活用し，ETC2.0 車載器装着車両に対する負

担軽減・優遇措置，車載器非装着車両に対する現地取り締まりの集中化，収集デー

タの分析・活用による大型貨物車交通改善施策の評価・改善を，一体的に実施する

方法を提案する．はじめに，大型貨物車交通の従来の規制面からのアプローチであ

る特殊車両通行許可制度に係る関係主体の意思決定関係について，既往の研究成果

も踏まえて，関係主体の望ましい行動変化を起こすためには，どのような大型貨物

車交通マネジメントが必要かを明確にする．次に，具体的な ITS を活用した大型貨

物車交通マネジメントを提案する．そのうえで，提案する ITS を用いた大型貨物車

交通マネジメントの実現に向け，明らかにすべき課題について整理する． 

 

３．１ 大型貨物車交通マネジメントに必要とされる要素 

３．１．１ 関係主体の意思決定要因 

（１）既往の研究 

大型貨物車交通マネジメントを検討する上では，当該マネジメントにより，関係

主体の意思決定がどのような影響を受け，行動が変化し，それらが相互にどのよう

に作用していくのかを考えることが重要といえる．本節では，まず，既往の研究を

踏まえて，関係主体がそれぞれどのような要因によって意思決定を行うかについて

の整理を行う． 

貨物車交通における関係主体については，Crainic[1][2]，Xiao[3]，Stathopoulos[4]，

PIARC [5]などが，サプライチェーンの中での効率化を検討する中でその位置づけ等

を整理している.また，Moreno-Quintero et al.[6]や，小泉ら[7]は，重量規制を行う

貨物車交通マネジメントを前提として，規制当局と輸送事業者の二つの主体がそれ

ぞれの費用最小化を図る意思決定を行うモデルを構築し，重量検査基地の設置位

置・箇所数等に関する考察を行っている． 

以下では， Moreno-Quintero et al.[6]のモデル化を参考として，規制当局（政府・

計画担当者：government or planner）と輸送事業者（road freight transport carriers）

の意思決定に影響を与える要因およびその相互作用について整理を試みる． 

Moreno-Quintero et al.[6]は，社会の代弁者として効率的かつ効果的にその責任を

果たす意思決定を行う主体として，政府・計画担当者（government or planner）を
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位置づけている．その上で，重量規制値が規定されている状況下で，政府・計画担

当者は，道路施設の補修費用，取り締まりに要する費用および違反車両から徴収す

る罰金による収入から構成される総費用を最小化するように，荷主や輸送事業者と

いった他の関係主体の意思決定に先行して取り締まり箇所（inspection point）数と

違反時の罰金額（fine）に関する意思決定を行うと考え，上位問題として政府・計

画担当者の費用最小化問題をモデル化している．また，下位問題として，輸送事業

者は，所与の輸送需要量，車両運行費用関数および政府・計画担当者による意思決

定結果の下，輸送に要する費用を最小化するように，最適な積載率（load factor：

規定積載重量に対する実積載重量の比で 1 以上の値を取ると仮定）を模索するとの

モデル化をしている． 

上記による上位問題を式３-1 に示す． 

 

 

   道路施設の損傷による費用 罰金による収入＋取り締まり基地の運用費 

＝  
  

    
                       

 
                       

 ＝     
         

    
  

    

  
       

 

 
 
  

    
                     

  ・・・（式３-１） 

 

ただし 

   ：政府・計画担当者の総費用 

  ：輸送に用いる貨物車の特定の種別（        ） 

   ：貨物車種  が輸送する貨物の総重量 

                （単独車両輸送重量より十分に大きい値） 

   ：積載率．規定積載重量に対する実積載重量の比 

   ：貨物車種  の車両の規定積載重量 

  ：単位距離・等価標準軸荷重あたりの道路損傷による費用 

   ：貨物車種  が輸送する貨物の輸送距離 

        ：貨物車種  の積載率が  の場合の等価標準軸荷重を表す関数 

    ：貨物車種  が取り締まり基地で積載重量違反を摘発され罰金を徴収 

                   される確率 

   ：超過積載重量          に対して課せられる罰金 

   ： 箇所の取り締まり基地の運用費 

   ：取り締まり基地の箇所数 

  ：道路ネットワークの総延長 
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道路施設の損傷による費用は，貨物車種 k の走行台数 
  

    
 に，1 台あたりの道

路損傷費用（         ）を乗じたものとしてモデル化されている．ここで，1 台あ

たりの道路損傷費用は，貨物車種 k が輸送する貨物の輸送距離（  ）と，貨物車種

k の等価標準軸荷重  （      ）を，単位距離・等価標準軸荷重あたりの道路損傷

費用単位（ ）に乗じて算出している．罰金による収入は，貨物車種 k の走行台数

に，超過積載重量，取り締まり基地で重量超過が摘発される確率，超過積載重量あ

たりの罰金額を乗じたものとされている．1km 走行した場合の取り締まり基地回避

確率は，取り締まり基地の箇所数と道路ネットワークの総延長を用いて，   
 

 
 と

表すことができることから，輸送距離延長上で，一度も取り締まりを受けない確率

は，   
 

 
 
  
となり，したがって，取り締まり基地で重量超過が摘発される罰金が

徴収される確率は      
 

 
 
  

 と表されている． 

上記による下位問題を式３-２に示す． 

 

 

    積載重量に応じて変動する運行費用＋積載重量ゼロの場合の運行費用 

   ＋罰金の支払い期待額 

＝
  

    
                                           

＝           
  

    
     

    

  
       

 

 
 
  

               ・・・（式３-２） 

 

ただし 

    ：貨物車種  を用いた輸送に要する費用 

  ：輸送に用いる貨物車の特定の種別（        ） 

   ：貨物車種  が輸送する貨物の総重量 

                （単独車両輸送重量より十分に大きい値） 

   ：積載率．規定積載重量に対する実積載重量の比 

   ：貨物車種  の車両の規定積載重量 

   ：貨物車種  が輸送する貨物の輸送距離 

       ：貨物車種  の積載率  の場合の単位距離・積載重量あたり運行費用 

    ：貨物車種  の非積載時の単位距離あたりの運行費用  

   ：貨物車種  が取り締まり基地で積載重量違反を摘発され罰金を徴収 

                   される確率 

   ：超過積載重量          に対して課せられる罰金 
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   ：取り締まり基地の箇所数 

  ：道路ネットワークの総延長 

 

貨物車種 kの積載重量に応じて変動する運行費用は，貨物車種 kの走行台数 
  

    
 

に，積載重量，輸送距離，貨物車種 k の単位距離・積載重量あたり運行費用（      ）を

乗じたものとしてモデル化されている．罰金の支払い期待額の考え方は，政府・計

画担当者の総費用の考え方と同様である． 

以上を踏まえ，式３-１，式３-２を用いて以下の最小化問題がモデル化される． 

 

 

             

       
         

    
  

    

  
       

 

 
 
  

                             

 

   

 

・・・（式３-３） 

制約条件 

         において，  は以下の下位問題を最小とする解 

                         
  

    
     

    

  
       

 

 
 
  

     

                                                                     

  ・・・（式３-４） 

 

（２）我が国の特殊車両通行許可制度を踏まえた意思決定要因の整理 

（１）で述べた Moreno-Quintero et al.[6]のモデルを参考に，我が国の特殊車両通

行許可制度とその施行状況を踏まえて，大型貨物車交通にかかる関係主体の意思決

定に影響を与える要因について以下に検討する． 

はじめに，我が国の特殊車両通行許可制度を踏まえ，式３-１および式３-２では考

慮されていない費用等について整理する．我が国の特殊車両通行許可制度では，一

般的制限値を超える車両を通行させる場合，政府・計画担当者（以下では，我が国

の実情に合わせ「道路管理者」とする．）から特殊車両通行許可を得ることが必要

となる．逆にいえば，重量規制値（一般的制限値および重さ指定道路や高速道路に

おける重量制限値）を超える場合であっても，道路管理者から許可を取得すること

で，輸送事業者は当該車両を通行させることができる．つまり，個々の大型貨物車

は，取り締まり基地における検査時に，積載率のみによって，違反走行か遵法走行

かが決定され，罰金が徴収されるわけではなく，図３-１に示すとおり，一定の積載

率の範囲では通行許可を取得することで遵法走行を行うことが可能となる．  
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したがって，輸送事業者は，積載率および走行経路に応じて，許可取得手続きに

要する費用（申請を行うための資料作成費用，行政書士に対する支払い費用，申請

経路が複数の道路管理者にまたがる経路の際に必要となる申請手数料，申請手続き

の所要時間にかかる機会費用等）を追加的に負担することで，罰金を支払うことな

く，積載率を一定の値まで増加させることが可能となる．なお，一般的制限値を超

えるような重量（積載率）で特殊車両通行許可を取得し，許可経路に沿って走行す

る場合には，道路構造物強度の観点から通行が望ましくない区間等を避けて迂回す

る必要が生じるため，最短経路よりも走行延長が増加する[8][9].また，道路管理者

側においても，許可申請処理（受付，審査，許可発行等）のための事務費用を負担

する必要がある． 

我が国の取り締まり基地における重量検査では，一般的には WIM を用いて取得

したデータに基づく引き込み検査対象車両の事前選別が行われていないことから，

現状では重量規制値超過の有無に関わらず，検査担当者による車両の外見上での判

断に基づく引き込み車両の選別が実施されている．そのため，全ての車両において，

検査を受ける時間についての機会費用が発生し，運行費用が増加している．また，

実際には取り締まり基地での受け入れ容量（複数の大型貨物車を同時に引き込み・

待機させることが可能な駐車用地の面積）に上限があることから，式 3-1 および式

3-2 に含まれる摘発率    は,道路ネットワークの総延長   あたりの取り締まり基

図３-１ 遵法走行が可能な積載率の範囲 

Gw0

Gwr

GwM

x0=0 xMxr xk：積載率

Gw：車両重量

許可取得不能許可取得可能許可不要

Gw0 ： 非積載時車両重量

Gwr ： 重量規制値と等しくなる車両重量

GwM ： 条件付きで通行可能な最大車両重量

遵法走行可能
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地箇所数   だけでなく，引き込み検査対象の貨物車両台数に応じて変化すると考

えられる．すなわち，検査対象の車両台数が増加すれば増加するほど，取り締まり

基地の容量制約により，引き込み検査を回避できる確率が増加し，重量規制値を超

過する車両については，罰金の支払い期待額が減少すると考えられる． 

以上を踏まえ，式３-１で表される道路管理者の費用に関し，それぞれの変数・係

数に影響を与える大型貨物車交通マネジメントの内容を整理した結果を表３-１に示

す．また，式３-２で表される輸送事業者の費用に関し，それぞれの変数・係数に影

響を与える大型貨物車交通マネジメントの内容を整理した結果を表３-２に示す． 

 

 

表３-１ 道路管理者の総費用への影響要因と大型貨物車交通マネジメント 

 

総費用を減少させる要因 大型貨物車交通マネジメントによる対応 

輸送する貨物総重量(Tk)の減少 モーダル・ミックス支援に向けた，鉄道ターミナル・港湾ターミナルへの

アクセス道路整備・改良を行うことで貨物車分担率を抑制 

単位距離・等価標準軸荷重あた

りの道路損傷費用(U)の減少 

大型貨物車が多く走行する経路を特定し，集中的に補強・強化すること

で単位距離・等価標準軸荷重あたりの道路損傷費用を抑制 

貨物の輸送距離(dk)の減少 大型貨物車通行支障箇所（交差点形状等）の改良により，許可経路に

おける迂回を減少させ，道路損傷を受ける道路延長を短縮 

摘発・罰金徴収率(pk)の増加 取り締まり箇所（引き込み基地・WIM）の増設，ITSによる効率的な計測

箇所・対象車両絞り込み 

道路管理者間での違反者情報の共有による摘発率の向上 

罰金額（F）の増加 罰金徴収額の増加 

取り締まり費用（Sw）の減少 ITSによるモニタリング費用の低減 

許可申請処理事務費用の減少 大型貨物車が多く走行する経路を特定し，集中的に補強・強化すること

で許可申請数を抑制 

申請手続きの簡素化・オンライン化により許可申請数・事務費用を抑制 
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表３-２ 輸送事業者の総費用への影響要因と大型貨物車交通マネジメント 

 

総費用を減少させる要因 大型貨物車交通マネジメントによる対応 

積載率（xk） 貨物車運行管理の効率化により，運行台数・運行費用を抑制 

貨物の輸送距離(dk)の減少 大型貨物車通行支障箇所（交差点形状等）の改良により，許可経路に

おける迂回を減少させ，運行距離・費用を短縮 

非積載時の単位距離あたり運行

費用（Ek）の減少 

引き込み取り締まり基地における対象車両の絞り込み，WIMの活用によ

る運行費用（検査所要時間）の抑制 

道路交通情報・規制情報等の利用による運行費用の抑制 

許可申請処理事務費用の減少 大型貨物車が多く走行する経路を特定し，集中的に補強・強化すること

で許可申請数を抑制 

申請手続きの簡素化・オンライン化により許可申請数・事務費用を抑制 

総費用を増加させる要因 大型貨物車交通マネジメントによる対応 

摘発・罰金徴収率(pk)の増加 取り締まり箇所（引き込み基地・WIM）の増設，ITSによる効率的な計測

箇所・対象車両絞り込み 

道路管理者間での違反者情報の共有による摘発率の向上 

罰金額（F）の増加 違反事実公表による社会的費用の増加 

 

 

 

３．１．２ これまでの大型貨物車交通マネジメントの位置づけ 

前節の整理を踏まえ，はじめに，これまでの我が国における大型貨物車交通マネ

ジメントが，表３-１および表３-２におけるいずれの要因への影響を目的にしている

ものであるかを整理する． 

道路管理者は単位距離・等価標準軸荷重あたりの道路損傷費用（ ）を抑制する

ために，重量の大きな大型貨物車が走行しても損傷を受けにくい規格の高い道路網

を整備するとともに、特殊車両通行許可制度を設け，等価標準軸荷重を抑制する取

り組みを行っている．また，貨物輸送距離（  ）を短縮する観点では，高規格幹線

道路網や物流施設へのアクセス道路の整備を進めるとともに，特に国際物流基幹ネ

ットワークにおける通行支障区間の解消に取り組んでいる[10]．摘発・罰金徴収率

を増加させる観点では，WIM を用いた取り締まりの導入や，異なる道路管理者間で

の調整による一斉取り締まり等を実施するとともに，違反事実の公表等により代替

的な罰金額の増加を図り，輸送事業者の意思決定への働きかけを図っている[11]．

許可申請処理事務費用を抑制する観点では，オンライン申請システムを導入すると

ともに，道路施設の保全において課題の生じない範囲で，許可期間の延長等の制度

変更・規制緩和を行うことで，申請・許可件数を減らす取り組みを行っている

[12][13]． 
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次に，１．４で述べた海外各国の ITS を用いた大型貨物車交通マネジメントの事

例について，表３-１および表３-２におけるいずれの要因への影響を目的にしている

ものであるかを考察する． 

米国における取り組み事例は，ITS を用いて，取り締まり基地における重量検査

の免除措置を受け，停止することなく輸送を続けることができるようにすることで，

車載器を搭載した大型貨物車の運行費用（  ）を減少させている．また，車載器を

搭載しない，規制重量値を超える積載率の車両に対する集中的な引き込み検査が可

能となると考えられ，摘発率（  ）の向上にもつながる取り組みともいえる．車載

器搭載が前提となることから，車載器搭載に要する費用について運行費用（  ）が

増加しているとも考えられるが，利用する車載器を ETC サービス等の他の ITS サ

ービスと共用することで，その実質的な増加費用を抑制している点も効果的である

といえる． 

オーストラリアの取り組み事例では，車載型重量計（onboard mass unit：OBMU）

の搭載を条件とした許可制度を設けており，道路管理者の取り締まり費用（  ）の

抑制を図っている．これは，国土条件を考慮すると，WIM を用いる方法で摘発率（  ）

を向上させることは困難との判断に基づくものである．また，OBMU の搭載車両に

対して積載重量の優遇措置を設けることで，積載率（  ）を増加させ輸送事業者の

総費用を抑制するとともに，他の ITSサービスと共用できる車載器を用いることで，

米国の事例と同様に，車載器装着による運行費用（  ）の増加の抑制を図っている． 

韓国の取り組み事例は，ハイスピード方式 WIM を展開することで，摘発率（  ）

の向上を図る取り組みといえる．加えて，取得データを移動取締実施計画や，PMS，

BMS の入力データとして活用することで，摘発率のさらなる向上および道路損傷費

用（ ）の減少を図る取り組みといえる．また，特車許可データを輸送事業者へ提

供する取り組みは，運行費用（  ）を減少させる取り組みといえる． 

以上の整理を踏まえ，次節において，我が国における ITS を用いた大型貨物車交

通マネジメントを提案する． 

３．２ ITS を用いた大型貨物車交通マネジメントの提案 

表３-１および表３-２に整理した，大型貨物車交通マネジメントに求められる対応，

並びに，表１-１で示す政府の大型車両の通行適正化方針を踏まえ，「車載器装着車両

の負担軽減・優遇措置」「違法車両の取り締まり強化」「データ分析・活用」の三項

目で構成される，ITS を活用した大型貨物車交通マネジメントを提案する．以下，

３．２．１～３．２．３でそれぞれの内容について述べる． 

 

３．２．１ 車載器装着車両の負担軽減・優遇措置にかかる ITS 活用の提案 

我が国の特殊車両通行許可制度において，通信機能を有する車載器等を用いて通
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行経路把握が可能な車両に対して，許可申請手続きを簡素化する優遇措置を新たに

設ける． 

具体的には，既に整備が進んでいる ETC2.0 システムの特定プローブ情報収集機

能[14]を用いて，ETC2.0 車載器を装着し個車毎の許可条件遵守状況についてモニタ

リングを受けることを条件に，通行許可制度の簡素化を行う特例制度を設ける．簡

素化の内容としては，現在は個別経路毎の許可申請・交付が必要な手続きを，一定

の道路網，例えば大型車誘導区間の全体に対して，起終点，および経由地点等を特

定しない形で認める等，大幅に簡素化する．これにより，許可申請数の大幅な減少

を図り，輸送事業者および道路管理者双方の許可申請・発行にかかる事務費用の抑

制を図る．また，走行経路の選択自由度を高めることで，輸送事業者の運行費用の

低減を図る． 

加えて，当該優遇措置に参加し，モニタリングを受けるための ETC2.0 車載器を

搭載している大型貨物車については，取り締まり基地における引き込み検査の対象

外とし，取り締まり基地における引き込み検査対象車両の絞り込みを行う．これに

より，ETC2.0 車載器装着車両に対して，検査のために停車しなければならない時

間により生じる運行費用（機会費用）の低減を図るとともに，引き込み検査対象を，

ETC2.0 車載器を装着せずモニタリングを受けていない大型貨物車に集中化・重点

化することで，違反車両に対する摘発率向上を図る． 

また，ETC2.0 車載器により収集した個々の車両のモニタリングデータを，個別

に抽出し，車両の所有者に還元する仕組み・制度[14]を構築する．これにより運行

日報作成や車両の運行管理の支援を可能とし，輸送事業者の車両運行費用の低減を

図る． 

さらに，既にオンライン申請システムによりおいて電子化されている許可情報を

用い，現在，紙媒体で交付されている許可証の電子情報を，各輸送事業者が容易に

活用できるような仕組みを構築することにより，スマートフォンやタブレット端末

等を用いて運転中のドライバーが自らの走行すべき経路の確認を容易に行うこと

ができるような仕組み・制度[15]を構築する．その際は，民間のサービス事業者が

介在することが可能な仕組みとし，許可情報だけでなく，道路交通情報や気象情報，

上述の個別の ETC2.0 プローブ情報等を組み合わせた多様な情報提供サービスの市

場が創造されるよう配慮する．これらにより，輸送事業者の運行費用の抑制を図る． 

なお，現状，ETC2.0 車載器は，協調 ITS 車載器として安全運転支援や道路交通

情報提供等の多様なアプリケーションを利用可能であるものの，路側で収集可能な

情報は，表１-１１に示す情報に限定される．したがって，大型貨物車の車両重量に

ついては，図３-２にイメージ図を示すようなシステムを構築し，道路管理者が WIM

設置箇所において収集する情報を，ETC2.0 プローブ情報の内容から生成可能な，

通行経路に関する情報と統合し，許可遵守状況の確認を行う必要がある． 
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具体的には，まず，輸送事業者が ETC2.0 車載器を自車に搭載し，プローブ情報

の取得についての同意・承諾とともに，道路管理者に対して優遇措置に基づく特殊

車両通行許可を申請する．道路管理者は申請車両・経路について審査し，必要な条

件を付して通行許可を発行する．また，道路管理者は許可の発行と同時に，申請者

から許可対象車両に搭載された ETC2.0 車載器の固有識別番号等の情報を取得し，

その車載器からプローブ情報を抽出できるよう路側システムの設定を行うことで， 

ETC2.0 システムにおける，対象車両の特定プローブ情報の収集を開始する．さら

に，許可条件については確認・照合用のモニタリングシステムへ登録・保存を行う．

これにより，対象車両が実際にプローブ情報を収集する路側機の下を走行・通過し

た際，および WIM 設置箇所を走行・通過した際には，当該車両のプローブ情報と

重量計測結果が自動的に収集され，確認・照合用のモニタリングシステムにおいて

統合処理される． 

路側機単位で収集された ETC2.0 プローブ情報は，一連の車両運行（トリップチ

ェーン）の中では，積荷の増減に応じて軸重・総重量等が変化することを念頭に，

連続して走行していると判断されるトリップ単位で連結あるいは切断し，各トリッ

プに対し，特殊車両自動計測装置で計測されたデータ（軸重，総重量等）を付加す

る．以上のデータ処理により，対象車両が，どのような走行経路（推定走行経路）

をどのような状況（軸重，総重量等）で走行していたかを明らかにする．なお，特

図３-２ ETC2.0 車載器と WIM を用いたモニタリングシステムのイメージ図 

（文献 [16]） 
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殊車両通行許可制度は，走行時の車両重量等の条件に応じて異なる通行可能経路が

許可される制度であることから，この段階で重量を含む走行状況を明らかにできな

いトリップについては，許可条件との照合・確認を行わない．走行状況が確認可能

なトリップは，許可条件と照合することで，適切な走行が行われているかどうかを

確認し，許可条件違反の有無を判定する．許可条件に違反したと判定された走行状

況データについては，最終的に担当者が目視等で確認した上で，これを基に輸送事

業者等に対する違反事実の連絡・警告・呼び出し指導といった対応を実施すること

が考えられる． 

長期的には，１．４．２で述べたオーストラリアにおける取り組み事例や１．４．

４で述べた欧州のスマート・デジタルタコグラフと車載型重量計の連携に関する取

り組みを参考に，常時，通行経路と車両重量のモニタリングが可能となる車載器を

搭載することを条件に，通行経路に対する許可そのものを不要としたり，重量制限

値の緩和を可能としたりする優遇制度を新たに設けることも考えられる．これによ

り，道路管理者のモニタリング費用を抑制したままで，道路管理者および輸送事業

者双方の許可申請にかかる事務費用を削減することが可能となるとともに，貨物車

の積載率を向上による運行費用の低下を図ることが可能となる．なお，１．４．４

で述べた欧州におけるデジタコタコグラフの不正使用・改ざん等を巡る状況を踏ま

えると，車載器を用いた貨物車の走行状況モニタリングを行う際には，データ改ざ

ん等に対する不正監視の観点から，必ず路側でのチェック・不正検出を合わせて実

施する必要があると考えられる．ETC2.0 システムと WIM を用いたモニタリングの

仕組み作りにあたっては，車載型重量計の導入時に路側での車載器チェック・不正

検出に活用可能な形で，路側装置配備，システム構築を行うよう留意する必要があ

る． 

 

３．２．２ 違法車両の取り締まり強化にかかる ITS 活用の提案 

前節で述べた大型貨物車マネジメントは，車載器を装着する大型貨物車を対象と

するものであり，その他の，車載器を装着しない大型貨物車については，走行経路

等のモニタリングおよび違反判定を行うことができない．そのため，特殊車両通行

許可制度に違反する車両，特に重量規制値を超過する大型貨物車に対して，取締り，

指導等を強化する施策を合わせて実施することが必要となる． 

まず，異なる道路管理者間で連携し，並行する道路において同時に引き込み検査

を実施することや，前節で述べた取り締まり基地における引き込み対象車両の絞り

込み（ETC2.0 車載器を装着した大型貨物車の検査免除）を行うことで，車載器非

装着大型貨物車を集中的・効率的に検査する．これにより，取り締まり基地の容量

に限りがある状況のままでも，摘発率の向上が図られる．また，取り締まり基地で
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の検査に要する時間の点で，ETC2.0 車載器を装着しモニタリングを受ける大型貨

物車と，非装着の大型貨物車の運行費用に差が生じることとなり，より多くの大型

貨物車が ETC2.0 車載器を用いたモニタリングに参加する誘因となる． 

さらに，道路管理者間で，違法車両・事業者に関する情報の共有を進めることに

より，違法車両取締りの徹底を図る．そのうえで，違反を度々繰り返す大型貨物車

や，大幅な重量規制値超過を犯した大型貨物車に対しては，道路管理者間で，輸送

事業者毎の違反実績の共有・名寄せを行い，是正指導に加えて，告発を積極的に実

施する．あわせて，インターネット等を通じて，累犯輸送事業者の情報を公開した

り，荷主団体・消費者団体といった関係主体にも広く周知したりすることにより，

重量規制値を遵守しない輸送事業者に対して，社会的な罰金を増加させることを図

る． 

2008 年の本格運用開始から 7 年余りが経過している既設の WIM については，適

切な機器更新や補修を通じ，設備稼働率，データ取得率の向上を図るとともに，取

締り基地への引き込み車両の事前選別に活用できるような改修を行う．これにより，

さらに引き込み対象車両の絞り込みを行い，違法車両の集中的な検査による摘発率

の向上を図る．また，ETC2.0 装着車に対する優遇措置の実施に伴い新たに収集さ

れる，365 日 24 時間の，重量計測データがひも付けられた大型貨物車の通行経路デ

ータ，交通量データ等を有効に活用し，効果的な位置，時間帯での引き込み検査の

実施や，コードンラインとなるような箇所での WIM の増設，引き込み検査用の取

り締まり基地の整備，あるいは廃止等を進め，違法車両の摘発率の向上を図る． 

長期的には，ETC2.0 装着車に対する優遇制度の利用割合が一定程度高まった段

階で，１．４．４で述べた欧州のスマート・デジタルタコグラフにかかる取り組み

事例を参考に，車両総重量が 20t 以上になり得る車両等の，車両規格が一定規模以

上の大型貨物車に対し，通行経路記録機器，車載型重量計測機器および通信機能を

備えた車載器の装着義務づけを行い，違法車両の摘発率の大幅な向上，取締り基地

の運営・維持管理費用等の低減を図る． 

 

３．２．３ データ分析・活用にかかる ITS 活用の提案 

既に整備されている WIM により収集されているデータや，３．２．１で述べた，

優遇措置との組み合わせで実施される ETC2.0 装着車に対するモニタリングにおい

て収集されるデータを用いることで，広範囲の大型貨物車交通データを，通年で連

続的に取得・分析することが可能となる．また，長期的には，車載型重量計の導入

により，さらに広範囲にわたる大型貨物車交通における車両重量のデータを用いる

ことも可能となる．これらのデータを分析・活用することで，各種の大型貨物車交

通マネジメントにかかる評価を随時実施し，PDCA サイクルを回すことにより改善
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を図る．具体的には，大型貨物車の交通量が多い路線や発着地をデータに基づき明

らかにするとともに，通行障害箇所となっている交差点や橋梁構造物等の道路施設，

迂回が多く発生しアクセス道路の新たな整備が求められる箇所等について，正確に

特定し，必要な整備・改修・補強を行うことで，輸送距離を短縮し，輸送事業者の

運行コストの低減や道路施設の維持補修費用の低減を図る．また，道路施設の点検

結果等と合わせて活用することにより，道路施設の維持管理費用の低減を図る方法

を検討することも可能になると考えられる． 

さらに３．２．２で述べたように，効率的な違法車両の取締り箇所・曜日/時間

帯等をデータに基づき明確にし，摘発率の向上を図る．  

本節で提案した ITS を用いた大型貨物車交通マネジメントの概要を図３-３に示す。 

 

 

  

図３-３ ITS を用いた大型貨物車交通マネジメントの概要 
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３．３ ITS を用いた大型貨物車交通マネジメントの実現に向けた課題 

３．２で提案した ITS を用いた大型貨物車交通マネジメントを実施するために，

解決・検証等が必要な課題について述べる． 

 

３．３．１ 車載器装着車両の負担軽減・優遇措置の実現に向けた課題 

短期的な目標としては，ETC2.0 車載器を活用して，図３-２に示したような車載器

装着車両に対する走行状況モニタリングや取締基地における対象車両選別の実現

を図ることが考えられ，ETC2.0 車載器を活用して走行状況のモニタリングを行う

際の手順は３．２．１で述べたとおりであるが，その実現に向けては表３-３に示す

課題が考えられる． 

一定の走行距離間隔（200m）および走行方向変化時（45 度）に，車両位置の緯

度経度を記録・保存し，ITS スポット等の路側機通過時に狭域無線通信を通してセ

ンタ側への送信を行う ETC2.0 プローブ情報収集の特徴を考慮すると，プローブ情

報の収集にあたり，大型貨物車の走行経路把握のための，十分な数量の路側機が整

備できているか，できていないのであればどの程度の水準で路側機の整備を行えば，

どの程度の水準の走行経路把握が可能となるプローブ情報が収集できるようにな

るのかについて明らかにした上で，必要な路側機の整備を行うことが必要と考えら

れる． 

また，車載器からプローブ情報を収集する上では，車載器の故障や不正改造につ

いて，路側で得られる情報を用いて不正を検知する方法の開発が不可欠と考えられ

る．具体的には，WIM で取得される通過車両のナンバープレート撮影データと

ETC2.0 プローブ情報の収集状況とを比較・照合し，不正が疑われる車両・車載器

の検知を行う方法の開発が必要と考えられる． 

ETC2.0（車載器・路側機）により収集されるプローブ情報は，１．３．３（４）

で述べたとおり，車両情報と走行位置座標（緯度・経度）からなる点群情報で構成

されており，そのままでは許可条件情報との照合を行うことができない．したがっ

表３-３ ETC2.0 車載器を用いる走行状況モニタリングに向けた課題 
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て，ETC2.0 プローブ情報を基に，許可条件情報との照合が可能な形式で，大型貨

物車が走行したと推定される経路を生成する方法を開発する必要がある．一般に，

推定走行経路の生成はマップマッチング処理によって行われるが，最終的に，許可

条件情報との照合を行う目的の下，実際に走行した経路を正しく推定できる推定走

行経路の生成処理方法を開発する必要がある． 

生成された推定走行経路に対しては，WIM で計測された重量計測結果を適切にひ

も付けた上で，許可経路・条件と比較照合する必要がある．そのためには，現在の

WIM 配置において，推定される走行経路に対してどの程度の水準で重量計測結果の

ひも付けが可能なのかについて明らかにするとともに，十分な水準でひも付けがで

きないのであれば，どの程度 WIM を増設すれば，どの程度の水準でひも付けが可

能となるのかについて検証を行うことが必要と考えられる． 

また，ETC2.0 プローブ情報を基に生成した推定走行経路と，許可条件情報との

照合を行い，走行経路に許可経路・許可条件違反の走行が含まれている場合に正し

く検出することが可能な，違反判定方法を開発する必要がある． 

長期的には，３．２で述べたとおり，車載型重量計測装置を ETC2.0 車載器と連

携させ，さらに，携帯回線網等を用いる広域通信機能を付加していくことで，大型

貨物車の経路と重量のひも付けデータを網羅的に取得すると同時に，データ改ざん

等の不正防止を図っていくことが考えられ，車載型重量計測技術およびそれを用い

たモニタリング方法の研究開発が必要となる．車載装置で重量を計測する技術につ

いては，現行のひずみゲージを用いる方法やエアサスの空気圧を計測することによ

り算出する方法[17]に加え，CAN 情報や車載加速度センサの情報を用いて算出する

方法等[18]も考えられ，当該分野での今後の実用化研究開発が課題となる．また，

広域通信を通じて得られる車載器からのプローブ情報を，路側機との狭域通信や路

側の WIM により得られる計測データと照合することで，データ改ざん等の不正防

止を図るための方法の研究，検証が課題となる． 

車載器を用いて大型貨物車のモニタリングを実施する際のその他の課題として

は，通行データを収集，管理することによる個人情報，プライバシー，営業情報の

保護や，位置情報の記録や重量計測に用いるセンサ・機器，あるいは通信モジュー

ルに対する不正防止，精度保証・維持のために定期的に必要と想定される較正作業

の低コスト化等が挙げられる． 

現在，印刷した状態での携帯が必要とされている特殊車両通行許可証，許可経路

図の情報を，ドライバーに対し適切にかつ簡易に提供するサービスの実現に向けて

は，現在オンライン申請システムで作成されている個別の許可経路や通行条件に関

するデータを，築地ほか[15]の取り組みのように，カーナビゲーションシステムや

タブレット PC 等で活用できるデータ形式に変換処理した上で，特殊車両許可申請

で用いられている道路ネットワーク地図（特車デジタル道路地図）の特性を踏まえ
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ながら，情報提供に用いていく技術の研究開発，検証が課題となる．また，台風，

地震等の災害が発生した際や，点検により道路構造物の劣化が確認されたり維持修

繕工事が実施されたりすることで許可経路上に通行障害箇所が発生した際，さらに

は大規模事故により深刻な交通渋滞が発生した際等には，当該区間を通行する許可

を有する大型貨物車のドライバーへ，即時，適確に情報提供を行うことにより，予

期せぬ迂回等で違法走行を行う状況を未然に防ぐことが可能と考えられる．このた

めには，数多くの異なる主体・機関に管理されている多様な情報を，関係する許可

経路上を通行する大型貨物車に対して限定的に提供する技術の研究開発，検証が課

題となる．大型貨物車へ情報提供を行う ITS に共通する課題としては，ドライバー

への情報提供時における運転面での安全性の検証，持続可能な官民の役割分担，ビ

ジネスモデルの検討等が挙げられる． 

 

３．３．２ 違法車両の取り締まり強化の実現に向けた課題 

現在，特殊車両通行許可制度における路側設備を用いたモニタリング方法として

は，ピエゾ式，ロードセル式の重量計測機器を，カメラを用いた自動車番認識装置

等と組み合わせた，自動重量計測装置（WIM）を用いる方法が採用されている．し

かし，現行の WIM は，導入時の初期費用が高価であり，導入箇所を大幅に増加さ

せることが困難であるという課題がある．また故障時の機器交換等維持管理段階の

費用や，カメラ画像を用いた車両特定の精度についても改善の余地があると考えら

れるため，藤本[19]の取り組みのような WIM の低コスト化を図る技術の研究開発が

課題となる． 

橋梁の部材に作用する応力を計測することにより通行する大型貨物車の重量を

算出する橋梁型 WIM については，より精度が高く，さらに，画像解析技術を用い

た自動車番認識装置や車種・車両寸法判別技術との組み合わせにより，重量計測結

果と通行車両とのマッチングを可能とし，大型貨物車交通マネジメントに活用可能

なシステムとするための研究開発が課題と考えられる．  

路側設備を用いたモニタリングに関し，共通して留意すべき課題としては，活用

方法に応じた要求精度を，必要となる費用と比較しながらどのように設定していく

かの方法論，路側装置で収集した計測値等のデータを低コストで伝送する技術の開

発，定期的に必要と想定される較正作業の低コスト化技術，研究開発のための機

器・技術の実証の場の確保等が挙げられる． 

 

３．３．３ データ分析・活用の実現に向けた課題 

ITS を用いた大型貨物車交通マネジメントを実施する中で新たに取得されるデー

タを，道路施設の点検データ等と集約，統合した上で，物流の効率化・円滑化，老
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朽化が進む道路施設の保全のための施策等に活用する方法を明らかにすることが

課題となる． 

具体的な課題としては，収集データ等を分析し，ETC2.0 と WIM によりモニタリ

ングが常時可能な大型貨物車に対して，さらに重量制限値の緩和等の優遇策が可能

なのか否かを明らかにする分析・検証や，効率的，効果的な違反車両取締り計画の

策定方法の開発が挙げられる．また，最適な WIM の追加設置位置の決定方法，国

際物流基幹ネットワークや大型車誘導区間における施策の評価方法，道路施設の維

持修繕や点検間隔の優先順位検討方法，路上工事計画や災害時の道路復旧計画策定

等に収集データを活用する方法等の開発も，取り組むべき課題としてあげられる．  

収集，統合されたデータは多様かつ大規模な，いわゆるビッグデータと呼ばれる

データになると考えられるため，上記のような課題に取り組む上で，どのような形

式，方法でデータを保存，蓄積，処理していくことが効率的であるかという観点で

の研究も課題となる．また，これらビッグデータの一部は，新たな情報産業・ビジ

ネスの創出を促進すると期待されるため，その一部はオープンデータとして広く一

般に提供される可能性も考えられる．そのためには個人情報，プライバシー，企業

の営業情報の保護等に配慮したデータの処理，加工方法について開発することが課

題となる． 

収集データの統合，活用に関し共通に留意すべき課題としては，大容量のビッグ

データを関係機関間で管理，流通させるための体制，制度の構築，大学等を含めた

研究機関による試験的な実証の機会の確保，データを用いた分析，評価結果の共有

等が挙げられる． 
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第４章 プローブ情報収集路側機の整備水準分析 

本章では，第３章で提案した ETC2.0 を用いた大型貨物車交通マネジメントにつ

いて，その実現に向けた課題の一つである，プローブ情報収集路側機の整備水準に

関する分析を行う．具体的には，路側機で収集するプローブ情報（走行履歴情報）

を用いて可能となる大型貨物車のモニタリング水準を表す「走行経路把握水準」を

定義した上で，一定の仮定の下，現状および路側機配置数を増加させた場合に実現

される走行経路把握水準を試算し，路側機整備水準と走行経路把握水準の関係を明

らかにする． 

 

 

４．１ 分析の目的 

３．２において，ETC2.0 を用いた大型貨物車交通マネジメントを提案した．具

体的には，大型貨物車に装着した ETC2.0 車載器と，プローブ情報収集路側機（ITS

スポットおよび経路情報収集装置）との間で行われる路車間通信によりプローブ情

報（走行履歴情報）を収集し，通行経路把握を行うとともに，特殊車両通行許可の

遵守状況を監視するために直轄国道上に配備されている自動重量計測装置（WIM）

から得られる重量計測情報と組み合わせることにより，現状よりも効率的・効果的

に特殊車両通行許可の遵守状況を確認し，大型貨物車交通マネジメントの実効性を

確保していく方法を提案した． 

３．３で整理したとおり，この ETC2.0 を用いた大型貨物車交通マネジメントの

実現に向けては，現状の路側機整備状況において，車載器を装着した大型貨物車の

通行経路を一定の水準以上で把握することが可能であるか否かの分析・検証が必要

である．また，現状の整備状況で不十分であるならば，路側機の追加配置数に応じ

て，大型貨物車の通行経路把握水準をどの程度向上させることが可能かについて，

分析・検証することが必要である． 

本章における分析では，路側機を用いたプローブ情報の収集により確認が可能な

大型貨物車の通行経路把握水準を明らかにする．具体的には， ETC2.0 車載器のプ

ローブ情報蓄積可能量および特殊車両の通行経路特性を考慮し，現状およびプロー

ブ情報収集路側機追加配置時における通行経路把握水準の算出を行い，路側機の追

加配置箇所数に応じて通行経路把握水準がどのように変化するのかを明らかにす

る．分析対象の大型貨物車は特殊車両通行許可が必要な車両とし，特殊車両通行許

可申請事務において取得・蓄積されている通行許可データを用いて分析を行う． 
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４．２ 分析方法および分析に用いたデータ 

４．２．１ 指標の定義 

プローブ情報を用いて特殊車両の通行経路を把握する場合，路側機の配置状況に

対応して達成される通行経路把握水準の設定方法として，式４-１および式４-２で表

される二つの方法が考えられる. 

 

    
     

     
                                         ・・・（式４-１） 

 

    
         

 

       
 
 

                     ・・・（式４-２）  

 

ただし， 

   ：道路ベースの通行経路把握水準  

   ：車両ベースの通行経路把握水準  

     ：道路区間の集合  に含まれる各道路区間の延長の総和  

        
 
   

         ： 基の路側機で収集可能なプローブ情報により，経路が確認可能な道路 

         区間集合   の和集合  

          
 
  

     ：路側機  を通過する  台の車両それぞれから収集可能なプローブ情報により， 

     経路が確認可能な道路区間集合    の和集合        

     ：路側機  を通過する車両  が走行する道路区間のうち，路側機  で      

    収集可能なプローブ情報により経路確認が可能な，道路区間     
までの 

    道路区間    の集合 

     
：路側機  を通過する車両  が走行する道路区間のうち，路側機からの 

       経路延長  が両端点間にある，  番目の道路区間 

 ：路側機  を通過する車両  から収集可能なプローブ情報により経路 

    確認が可能な道路区間の延長 

     ：路側機  を通過する車両  が走行してきた  番目の道路区間 

      （ただし，路側機  が設置されている道路区間を    とする．） 

      ：特殊車両が走行する道路区間の総和集合            

    ：路側機  を通過する車両  の走行経路を構成する道路区間    の集合 
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式４-１で表される方法は，道路側の視点から，特殊車両が通行する全ての道路区

間の延長に対する，車載器に蓄積されたプローブ情報を路側機で収集することによ

り経路把握が可能な道路区間の延長の割合を算出する方法である．式４-２で表され

る方法は，個々の車両に着目し，特殊車両の，のべ走行経路延長に対する，車載器

に蓄積されたプローブ情報を路側機で収集することにより把握可能な走行経路延

長の割合を算出する方法である．二つの通行経路把握水準の考え方のイメージを図

４-１に示す.  

前者の方法では，道路側から見た車両走行の有無データを用いる必要がある一方，

後者の方法では，個々の車両の走行経路および走行回数のデータを用いる必要があ

る．前者のアプローチを採用した金澤，田中[1]の研究では，道路管理者による旅行

速度調査での活用を念頭に，市町村単位での把握水準を算出し，必要となる路側機

配置について検討を行っている．しかし，車両の走行経路を考慮せず，市町村毎の

最大交通量区間がゾーン中心部に存在し，そこで一定距離範囲内の走行履歴データ

がすべて得られるとの仮定を置いている点において，課題があるといえる．また，

後者のアプローチによるプローブ情報収集水準の算出および路側機配置の分析を

行った例としては，関根ら [2]が，自動車の移動再現シミュレータを用いて個々の

車両の移動を再現し，路側機配置の仮定毎に走行履歴情報の収集割合の算出を行っ

ているが，移動の再現シミュレーションにあたり多くの前提条件を設けている点で

課題が残されている． 

本分析では，前者の方法を採り，特殊車両の通行経路把握水準を表す指標として，

「経路把握可能道路率」を算出する．経路把握可能道路率は，特殊車両の通行申請・

許可が行われている道路の延長に対する，路側機を用いてプローブ情報を収集する

ことで特殊車両の通行経路が把握可能な道路の延長の割合とする．個々の車両の走

プローブ情報収集可能範囲 ■道路延長を母数

道路延長 把握延長 把握率

　路側機 6L 2L 0.33

■のべ走行延長を母数

走行延長 把握延長 把握率

車両１ 2L 2L

車両２ 3L L

車両３ 5L 2L

0.5

L L L L L L

図４-１ 路側機による通行経路把握水準の考え方 
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行に着目するのではなく，道路側の視点に基づく方法とした理由は，以下の二つの

理由による．第一に，本分析で利用する特殊車両通行許可データは，走行台数，頻

度に関する情報が不明確であるためである．特殊車両通行許可制度の下では，特定

の車両，あるいはトラクタとトレーラの組み合わせに対し，積荷の状況（積載物の

種類，重量等）に応じて，通行可能な経路，条件（時間帯，誘導車の有無等）を限

定した通行許可が発行されるが，当該許可内容に反しなければ，当該車両は何度で

も許可経路を走行することが可能である．すなわち，一つの許可証情報から，当該

許可を有する車両の走行回数，頻度は明らかにすることはできない．したがって，

関根ら[2]が行ったような個々の車両に着目し，のべ走行経路延長および路側機で収

集するプローブ情報を用いて把握可能な走行経路延長を算出する方法を用いるこ

とは適切ではないと考えるためである．第二の理由としては，本施策は道路管理者

が実施するものであり，各道路管理者が管理する道路における，経路把握が可能な

道路区間の割合を表す評価指標の方が，走行する車両の台数や頻度に左右される評

価指標よりも，望ましいと考えられるためである． 

 

４．２．２ 分析に用いるデータ 

特殊車両通行許可事務においては，審査を簡素化，迅速化するために電子計算シ

ステムが整備されており，許可申請は電子データで行うことが可能である[3][4]．

また，通行経路情報，許可条件を含む許可内容の電子データは行政内部で保存され，

直轄国道上に配備された特殊車両自動計測装置での重量等の計測結果と照合する

ことで，通行許可遵守状況の監視に用いられている[5]．本分析では，特殊車両の通

行状況を表すデータとして，平成 25 年 4 月 1 日時点で有効な特殊車両通行許可の

電子データ（往路・復路の方向を考慮，約 365 万経路）を用いる．本分析で用いる

特殊車両通行許可データにおいて，特殊車両許可経路の利用道路種別を確認したと

ころ，表４-１に示すとおり，全体の約 29%の許可経路が通行経路として高速道路区

間を含む一方で，約 71％の許可経路は高速道路区間を含まないことがわかった． 

したがって，路側機を用いたプローブ情報収集により通行経路が把握可能な道路

の総延長を算出する際に，図４-２(a)に示すような，特定の路線上，たとえば高速道

種別 経路数 （％）

　高速道路利用経路 1,055,530 28.9%

　高速道路非利用経路 2,597,931 71.1%

表４-１ 特殊車両通行許可経路の高速道路利用割合 
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路上に配置されている路側機において，一定範囲内の走行履歴情報（プローブ情報）

が収集可能といった仮定を設けて，通行経路把握水準を算出する方法を用いること

は適切ではない． 

そこで本分析では，特殊車両通行許可データを用い，図４-２(b)に示すように，路

側機の設置箇所を通過する車両の走行経路のみを，プローブ情報の収集により経路

把握が可能な道路として集計し，通行経路把握水準の算出を行うこととする． 

また，その際，路側機通過時に得られるプローブ情報の走行経路延長は，車載器

のプローブ情報蓄積可能量を考慮して設定する．道路延長の集計には，特殊車両通

行許可事務で用いられている道路情報便覧付図（2012 年度版）の道路ネットワーク

地図データ（以下，「特車 DRM」という）を用いる． 

 

４．２．３ 分析の仮定条件 

（１）情報収集路側機の追加配置の考え方 

プローブ情報を収集するための路側機の追加配置箇所の選定方法としては，前項

で述べた通行経路把握水準の考え方に対応して，二つの選定方法が考えられる．一

つは，経路把握が可能な道路延長を最大化するように追加配置箇所を選定する方法

である．もう一つは，個々の車両に着目し，把握可能な特殊車両ののべ走行経路延

長を最大化するように追加配置箇所を選定する方法である．本分析では，各道路管

理者が，自らの管理する道路における経路把握が可能な道路延長を最大化すること

が，特殊車両通行許可制度という大型貨物車交通マネジメントを実施する上で重要

 

：直轄国道 

：その他道路 

：路側機 

：路側機で走行履歴情報が収集可能な道路 

：路側機で走行履歴情報が収集できない道路 

(a)一定距離内の走行履歴情報を全て収集 (b)通過する走行履歴情報のみを収集 

図４-２ 路側機で収集可能な走行履歴情報の考え方 



 第４章 プローブ情報収集路側機の整備水準分析  

 

  

77 

   

であると考え，前者の選定方法を採用することとした．また，早期の施策の実現性

を考慮し，追加配置箇所は直轄国道上に限定することとした． 

具体的な路側機の追加配置箇所は，以下に述べる手順で選定した． 

まず，図４-３(a)に例を示すように，特車 DRM の道路区間（リンク）毎に，当該

道路区間を通過する特殊車両通行許可経路数を計上する．次に，路側機（現状すで

に高速道路上に整備されている路側機，および順次追加配置箇所を決めていく追加

路側機のうち，計上時点で既に配置されている路側機）の配置により通行経路把握

が可能な許可経路数を，道路区間単位で計上対象から除外する（ⅰ）．具体的には，

図４-３(b)に示すとおり，既存路側機設置箇所を通過する許可経路について，路側機

の手前の一定距離内に道路区間が一部でも含まれ，経路確認が可能な道路区間では，

その許可経路を計上対象から除外する．その上で，計上された特殊車両通行許可経

路数の多い道路区間を路側機配置候補箇所として選定する（ⅱ）．追加配置される

路側機については，1 箇所の配置により，上下線双方向の通過車両のプローブ情報

を収集できるものとする．その上で，路側機が近い距離で隣接することを防ぐため，

抽出された路側機配置候補箇所の近傍の道路区間を以降の作業対象道路区間から

除外（ⅲ）し，路側機配置候補箇所が無くなるまで順次，（ⅰ），（ⅱ），（ⅲ）の作

業を繰り返す．追加路側機選定手順のフローを図４-４に示す． 

 

 

図４-３ 通行許可経路数の計上方法 
 

 

 

 

N=1 N=2 N=3 N=3 

N=3 N=2 N=1 

N=1 N=1 N=0 

N=1 

 

 

N=0 N=0 N=0 N=3 

N=3 N=1 N=1 

N=0 N=0 N=0 

N=1 

(a)既存路側機が無い場合の許可経路数の計上例

(b)既存路側機がある場合の許可経路数の計上例

：特車DRMの道路区間

：許可経路

N=n ：道路区間毎の計上許可経路数

：既存路側機

：既存路側機により確認可能な許可経路区間

（計上から除外する許可経路）
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計算量の観点から，新たな路側機が追加配置された状態での各道路区間の許可経

路数の算出については逐一実施せず，路側機を 100 箇所追加する毎に行うこととし

た．また，直轄国道上へ路側機を配置することの効果を分析する観点から，最初の

100 箇所の選定時には，既に直轄国道上に整備されている 20 箇所を含めることとし，

新たな選定箇所数は 80 箇所のみとした． 

今回の分析に用いる特殊車両通行許可経路データを分析したところ，許可経路数

の 95%以上は，経路延長が 10km 以上であることから，新たな路側機配置候補箇所

とする道路区間の，既路側機配置箇所からの離隔距離は 10km と設定し，この間の

道路区間は配置候補除外区間として，路側機を配置しないものとした． 

 

（２）収集可能なプローブ情報の延長 

路側機におけるプローブ情報収集により通行経路把握が可能な道路の延長につ

いては，車載器のプローブ情報蓄積容量を考慮して設定する必要がある．第１章で

概説したとおり，ETC2.0 車載器では， 

表４-２に示すプローブ情報が記録・蓄積される[6]．  

 

 

 

図４-４ 追加配置箇所選定手順のイメージ 

 

 

特車DRMリンク毎に通過する特車

許可経路数を計上

（ⅰ） 路側機により把握可能な許可

経路を計上対象から除外

既設路側機配置箇所

（ⅱ） 許可経路数が多い特車DRM

リンクを路側機配置候補箇所

として選定

（ⅲ） 路側機配置候補箇所の近傍を

以降の（ⅰ）および（ⅱ）の作業
対象から除外

既設路側機＋追加路側機

配置箇所

（ⅱ）の候補箇所が無

くなるまで繰り返し
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表４-２ ETC2.0 プローブ情報の内容 

 

 

 

固定的な基本情報以外に，走行状況に応じて記録，蓄積されるプローブ情報とし

ては，走行履歴データと挙動履歴データの 2 種類がある．このうち，通行経路把握

に用いる走行履歴データは，前回記録・蓄積時から 200m 走行した時点，または，

進行方位が前回記録・蓄積した方位から 45 度以上変化した時点で記録・蓄積され

る．走行に伴い記録・蓄積されたデータは，路側機を通過した際に狭域無線通信に

より送信され，車載器の記憶媒体から消去される．しかし，記録・蓄積される走行

履歴データのデータ量が，路側機を通過するまでに車載器の記憶容量を超過する場

合は，新たな情報が，最も古い情報に対して順次上書きされる．そのため，上書き

されてしまう古い走行履歴データについては，路側機で収集することができない．  

本分析では大型貨物車が中心の特殊車両を対象とすることを踏まえ，国土技術政

策総合研究所が収集している物流車両に搭載している車載器での収集結果を基に，

走行履歴データの蓄積可能道路延長を 90km と設定する． 

 

４．３ 分析結果 

４．３．１ 分析結果（現状の通行経路把握水準） 

2013 年 10 月時点で，ETC2.0 対応車載器からプローブ情報を収集することが可能

な路側機は，高速道路上に 1,605 機，直轄国道上に 20 機が配置されている． 

既存路側機の整備位置および既存路側機により経路把握可能な特車 DRM の道路

区間を図４-５に示す． 

また，４．２．１において定義した経路把握可能道路率を，道路種別毎に算出し

種別 内容
カーナビ機器に関する情報
（無線機，製造メーカ，型番等の情報）
車両に関する情報
（ナンバープレート情報を除く）

走行履歴データ 時刻，緯度・経度に関する情報
（走行開始・終了地点に係る情報を除く）

（記録時点） 前回記録・蓄積した地点から200m走行した時点，または，進行方位が前回記
録・蓄積した方位から45度以上変化した時点

挙動履歴データ 時刻，緯度・経度，走行方位，前後加速度，左右加速度，ヨー角速度に関する
情報

（記録時点） 前後加速度，左右加速度，ヨー角速度のいずれかが閾値（-0.25G，±0.25G，
±8.5deg/秒）を超えた際のピーク値計測時点

基本情報
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た結果を表４-３および図４-６に示す．経路把握可能道路率は，高速自動車国道で

98.3%，都市高速道路で 99.6%と高い値となっているが，直轄国道では 75.9%，補助

国道では 59.3%であった．また，全体では 54.0%であった． 

 

 

 

 

 

 

図４-５ 既存路側機位置および経路把握特車 DRM 道路区間 

 

 

 

表４-３ 道路種別毎の経路把握可能道路率算出結果 

：既存路側機位置 

：経路把握特車 DRM 区間 
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図４-６ 道路種別毎の経路把握可能道路率 

 

 

４．３．２ 分析結果（追加配置時の通行経路把握水準） 

４．２．３（１）で述べた考え方に沿って路側機の追加配置箇所を順次選定した

ところ，合計 1,259 箇所が選定された．100 箇所，500 箇所，900 箇所，1,259 箇所

への追加配置時に選定された，追加路側機配置特車 DRM 道路リンクの位置を，そ

れぞれ，図４-７～図４-１０に示す． 

 

 

 

 
 

図４-７ 追加路側機配置箇所（100 箇所時点） 
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図４-８ 追加路側機配置箇所（500 箇所時点） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図４-９ 追加路側機配置箇所（900 箇所時点） 
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図４-１０ 追加路側機配置箇所（1,259 箇所時点） 

 

 

 

４．２．３（１）で述べた路側機の追加配置の考え方における作業（ⅱ）実施時

の，選定された個々の特車 DRM 道路リンクにおける特殊車両通行許可経路数を図

４-１１に示す．路側機の追加配置により新たに把握可能となる許可経路数は，追加

配置箇所数の増加に伴い減少している． 

 

 

 

図４-１１ 選定道路区間毎の許可経路数 
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全体の経路把握可能道路率の算出結果を図４-１２に示す．また，経路把握可能道

路率の増加量およびその割合について，追加路側機設置箇所数との関係を整理した

結果を表４-４に示す．全体では，現状において 54.0%の経路把握可能道路率が，プロ

ーブ情報収集路側機を 500 箇所に追加配置した段階で 76.8%へ増加し，900 箇所へ追

加配置した段階で 84.7%へ増加するものの，1,259 箇所へ追加配置した最終段階でも

86.4%の増加に留まることがわかる． 

 

 

経路把握可能道路率（％） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図４-１２ 経路把握可能道路率（全体） 

 

 

 

表４-４ 経路把握可能道路率の増加割合 

 

追加 

箇所数 

経路把握可

能道路率 

(%) 

経路把握可

能道路率 

増加量(%) 

経路把握可

能道路率増

加割合(%) 

累積 

増加 

割合(%) 

0 54.0 － － － 

100 61.0 7.0 21.7 21.7 

200 65.7 4.7 14.6 36.4 

300 70.0 4.3 13.2 49.6 

400 73.6 3.6 11.0 60.6 

500 76.8 3.2 9.9 70.4 

600 78.8 2.0 6.1 76.5 

700 81.3 2.5 7.8 84.3 

800 83.5 2.2 6.9 91.2 

900 84.7 1.2 3.6 94.9 

1,000 85.5 0.8 2.6 97.5 

1,100 85.9 0.4 1.2 98.7 

1,200 86.3 0.3 1.0 99.7 

1,259 86.4 0.1 0.3 100.0 
 

路側機の追加配置箇所数 
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図４-１３に，道路種別毎の経路把握可能道路率の算出結果を示す．既設路側機が

存在する高速自動車国道および都市高速国道における経路把握可能道路率の変化

と，追加配置が行われる直轄国道における変化，それ以外の道路種別における変化

は，大きく異なることがわかる． 

 

 

 

 

 

図４-１３ 経路把握可能道路率（道路種別） 

 

 

４．４ 考察 

４．４．１ 現状の通行経路把握水準 

現状の路側機配置での経路把握可能道路率は全体で 54.0%である．図４-６に示すと

おり，特殊車両許可が行われている道路区間の延長（上下別）が 40,000km を超え

る，直轄国道，補助国道，主要地方道，一般都道府県道において，約 39％～約 76％

と経路把握可能道路率が低い．すなわち，現状の路側機配置では，高速道路以外の

道路を利用する車両の通行経路把握水準が十分とはいえず，特殊車両通行許可制度

の，効率化・高度化に向けて，路側機により得られるプローブ情報を基に特殊車両

路側機の追加配置箇所数 

経路把握可能道路率（％） 
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の通行経路を把握する施策を実施するためには，路側機の配置数が不十分であると

考えられる． 

 

４．４．２ 追加配置箇所数と通行経路把握水準の関係 

路側機追加配置箇所としては，図４-７～図４-１０に示すとおり，最初に本州の太平

洋側等の物流幹線道路が選定され，追加箇所数の増加に伴い，山陰，四国，北海道

等の道路ネットワーク末端部が選定されていくことが分かる．また，図４-１１に示

すとおり，路側機追加配置箇所数の増加に対して，新たに把握が可能となる許可経

路数は急速に減少する．これらのことから，多くの特殊車両は，一定の道路区間を

共通的に通行しており，そのような箇所への路側機追加配置は効果的であるが，追

加配置により得られるプローブ情報量は，追加配置箇所数の増加に伴い加速度的に

減少すると考えられる． 

実際，図４-１２に示す経路把握可能道路率の算出結果から，経路把握可能道路率

の限界増加量は，追加配置数の増加に伴い低下することが明らかである．すなわち，

本分析結果より，プローブ情報を収集する路側機の追加配置による特殊車両の走行

経路把握の効果は，路側機配置数の増加に伴い逓減することが定量的に明らかとな

ったといえる． 

経路把握可能道路率の向上割合を詳細に分析すると，表４-４に示すとおり，現状

の配置状況での経路把握可能道路率（54.0%）から，最大の 1,259 箇所追加配置段階

での経路把握可能道路率（86.4%）への増加分の約 95%は，路側機が 900 箇所に追加

配置された段階において実現されることがわかる．すなわち，路側機が 900 箇所に

追加配置された後に，さらに配置される 359 箇所（最大追加配置数 1,259 箇所の約

28.5%）でのプローブ情報収集による通行経路把握水準の増加分は，全体増加分の

5%程度であり，投資効果が高いとはいえない．  

また，図４-１３から，直轄国道上に最大限設置を行ったとしても，補助国道，主

要地方道，一般都道府県道における経路把握可能道路率が依然として低いことが明

らかである．図４-６に示すように，現状の特殊車両通行許可経路においては，延長

ベースで主要地方道，補助国道，一般都道府県道が大きな割合を占めており，これ

らの道路も対象に含めた全体としての通行経路把握水準を高めるためには，追加配

置箇所を直轄国道上に限定せず，その他の道路種別の道路，あるいは，港湾や物流

ターミナル等，特殊車両が数多く通行する箇所等に，対象範囲を拡大して検討する

必要性が高いといえる． 

なお，本論文における分析では，４．２．３（１）で述べた路側機の追加配置箇

所の選定方法を採用し，全体的な追加配置箇所数と通行経路把握水準の関係を明ら

かにした．しかし，追加配置箇所数が 0～600 カ所程度までの範囲においては，図４-１
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３において明らかなとおり，直轄国道および指定市道の経路把握可能道路率の増加

傾向が，他の種別の道路とは異なる．その理由として，本分析で採用した路側機の

追加配置箇所選定方法では，上記の範囲において最も効果の高い追加配置箇所を選

定できていない可能性が考えられる．したがって，追加配置箇所の選定に際し，で

きるだけ少ない追加配置箇所数で早期に通行経路把握水準の向上を達成できるよ

う，優先的な追加配置箇所を個々に選定する方法については，他の選定方法につい

ても検証する必要があると考える．また，追加配置箇所の選定方法の違いにより，

図４-７～図４-１０，表４-４に示す分析結果がどのような影響を受けるのか検証するこ

とも有用と考える． 

 

４．５ まとめ 

本分析では，ETC2.0 プローブ情報を収集できる路側機を用いて，特殊車両の経

路情報を収集・把握し，大型貨物車交通マネジメントとしての特殊車両通行許可制

度の実効性を高める取り組みを実施する場合における，現状および路側機追加配置

時の通行経路の把握水準を，特殊車両通行許可データを用いて算出した．その結果，

現状の高速道路上を中心とする路側機配置では，特殊車両の通行経路把握水準は不

十分（54.0％）であること，直轄国道上にプローブ情報収集路側機を追加配置する

場合，900 箇所に追加配置した段階で，最大限（1,259 箇所）追加配置した場合の効

果の 95％程度が発現し，さらに路側機を追加配置することによる，通行経路の把握

水準の増加はわずかであることを明らかにした．  

今後の課題としては，実際に高速道路および直轄国道上に配置されている路側機

から収集されるプローブ情報を用いて，経路把握可能道路率を算出し，本分析の算

出結果と比較・検証を行うことが考えられる．また，通行経路把握水準を高める方

法としては，路側機の追加配置に加え，車載器側で蓄積可能なプローブ情報量を増

加させるアプローチも考えられるため，本分析では延長 90km 分と仮定した蓄積情

報量を増加させることで，通行経路把握水準がどのように変化するのか分析を行う

ことが考えられる．さらに，実際の路側機追加整備時には，特殊車両の通行経路把

握のみを目的とすることは投資効率面から想定しがたいため，道路交通情報の収集，

物流事業者支援等の他の目的，サービスと整合的な路側機配置箇所の検討，および

効率的な追加配置箇所数を明らかにする分析を実施することが考えられる． 

 

 

 

 

 



 第４章 プローブ情報収集路側機の整備水準分析  

 

  

88 

   

＜参考文献（第４章）＞ 

 

[1] 金澤文彦，田中良寛：旅行速度調査でのプローブデータ活用を考慮した ITS ス

ポットの配置に関する研究，交通工学研究発表会論文集, Vol.33, pp.393-400, 

2013.  

[2] 関根善雄，堤盛人，岡本直久，石田東生：長期間の自動車移動再現シミュレー

タを用いた DSRC 路側機の配置戦略に関する分析，土木計画学研究・講演集

(CD-ROM)，Vol.37, 2008.  

[3] 道路交通管理研究会：最新車両制限令実務の手引き第 4次改訂版，ぎょうせい，

pp.95-102, 2014.  

[4] 萩野保克，兵藤哲朗：特殊車両通行許可申請電子データを用いた海上コンテナ

車の流動分析, 交通工学, Vol.46, No.3, pp.58-65, 2011.  

[5] 国土交通省：特殊車両の通行に関する指導取締りの強化について，報道発表資

料, <http://www.mlit.go.jp/report/press/road01_hh_000026.html> , （入手

2014.12.18） 

[6] 田中良寛，濱田俊一，金澤文彦，澤田泰征：特定プローブ情報を活用した官民

連携による物流支援サービスの検討, 土木計画学研究・講演集(CD-ROM), Vol.47, 

No.236, 2013.  



89 

 

第５章 ETC2.0を用いた推定走行経路の生成方法に関する分析 

本章では，第３章で提案した ETC2.0 を用いた大型貨物車交通マネジメントの実

現に向けた課題の一つである，プローブ情報を基にした推定走行経路の生成方法に

関する分析を行う．具体的には，実験車両の走行により得た ETC2.0 プローブ情報

を用いて，許可条件との照合を行う目的を踏まえた上で，ETC2.0 プローブ情報を

基に車両が走行したと推定される経路を生成する方法について，実際に走行した経

路を正しく推定できるか否かの観点から，複数の方法の比較分析を行う． 

 

５．１ 分析の目的 

我が国の従来の大型貨物車交通マネジメントである特殊車両通行許可制度では，

現在（2015 年 9 月時点），個々の大型貨物車の，走行している経路やその重量とい

った走行状況の把握は，路側設置型の自動重量計測装置及び取り締まり基地での引

き込み検査による，点における確認にとどまっており[1]，広く経路全体にわたる走

行状況を確認することができていない． 

このような状況を踏まえ，第３章では，プローブ情報と自動重量計測装置（WIM）

を用いることで，道路管理者と大型貨物車交通マネジメントのルールを遵守する輸

送事業者の双方が，その費用を減少させることが可能な枠組みを提案した．また，

我が国における実現に向けた具体的な方法として，ETC2.0 として整備された路側

機器や，対応車載器を用いる方法を提案した． ETC2.0 を用いた大型貨物車交通マ

ネジメントを実現する上では，ある重量の対象車両が，「大型貨物車交通マネジメ

ントのルールに沿って，正しい（望ましい）経路を走行していること」または「不

正な（望ましくない）経路を走行していること」を明らかにすることが必要となる．

具体的には，図５-１に示すように，当該車両が事前に走行すべきと定められていた

特殊車両通行許可経路と，ITS スポット等の経路情報収集路側機を用いて収集され

る ETC2.0 プローブ情報，その中でも走行履歴データに含まれる走行位置の座標デ

ータを，道路ネットワーク地図データ等と合わせて加工・処理することにより得ら

れる，個々の車両が走行したと推定される走行経路（以下、本章において「推定走

行経路」という）とを比較，照合し，両者が一致しているか否かを，正確に確認す

ることが必要となる． 

その前提としては，まず，個々の車両が実際に走行した経路（以下、本章におい

て「実走行経路」という）が，推定走行経路と精度良く一致していることが必要で

あり，推定走行経路を生成するために，どのようにデータを加工し，処理する方法
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が望ましいのかについて明らかにすることが課題となる．また，その際には，実走

行経路の環境の違いが，推定走行経路と実走行経路の一致率に与える影響について

も明らかにする必要がある． 

第２章で述べたとおり，濱島[2]や柳木ら[3]など，デジタルタコグラフや専用車

載器で得られる，一定の時間間隔で記録される位置座標情報を含むプローブ情報を

用いて，個車の走行経路を明らかにする手法について明らかにする取り組みは数多

く行われているが，一定の距離間隔，あるいは折進時に位置座標情報が記録され，

路側機で収集されるプローブ情報を扱った研究は少ない．その中で，2011 年に実運

用が開始された ETC2.0 関連装置で，収集可能な個車のプローブ情報を用いた分析

としては，岩﨑ら[4]や鹿野島ら[5]の取り組みなどが見られるが，これらは道路交

通状況の調査・分析を主な目的としたものであり，得られた情報を元に推定した走

行経路を，実際に走行した走行経路と照合する方法は対象としていない． 

本章における分析では，ETC2.0 車載器を装着した実験車両を走行させ，既設の

ETC2.0 関連システムを用いて収集したプローブ情報を用いて，複数の推定走行経

路生成手法について実走行経路と照合する比較分析を行い，それぞれの手法の特徴

を明らかにする． 

 

処理に用いるデータ

ETC2.0プローブ情報

（走行位置座標データ）

特殊車両通行

許可証情報

重量計測データ

（WIM測定結果）

道路ネットワーク

地図データ

推定走行経路の生成 許可経路の生成

走行状況判定（違反判定）

（推定走行経路と、車重に応じた許可経路の比較・照合）

データ処理

図５-１ 走行状況判定のための処理とデータ 
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５．２ 分析方法および分析に用いたデータ 

５．２．１ 分析対象のデータ処理・照合方法 

本章では実際に実験車両を走行して収集した ETC2.0 プローブ情報を用いて，複

数の推定走行経路生成手法について比較分析を行うが，前節で述べたとおり，推定

走行経路を生成する最終的な目的は，個々の車両が大型貨物車交通マネジメントの

ルールに沿った特殊車両通行許可経路を適正に走行しているかどうかを確認する

ための照合を行うことである．したがって，図５-１に示すとおり，推定走行経路の

生成にあたっては，特殊車両通行許可証から生成される許可経路生成結果との照合

が可能な形式とする必要がある．現行，運用下にある特殊車両通行許可制度では，

特殊車両通行許可制度に基づく特殊車両通行許可証の情報は電子化されており，許

可を取得した車両が通行可能な条件（重量，経路，徐行条件等）のデータは，「道

路情報便覧付図」に収録されている特車 DRM と呼ばれるデジタル道路地図形式に

よって蓄積され，自動重量計測装置における計測結果と照合されることで，道路管

理者による違反走行判定に活用されている．そのため，本分析においては，図５-２

に示すように，実走行経路を「道路情報便覧付図」に収録されている道路ネットワ

ーク地図データに含まれるリンク番号、ノード番号を用いて生成した後，複数の手

図５-２ 推定走行経路の生成手法の比較分析に用いるデータとデータ処理の流れ 

処理に用いるデータ

データ処理

推定走行経路の生成

（手法１）

推定走行経路の生成

（手法Ｎ）

・
・
・

実走行経路の生成

（特車DRM形式）

道路ネットワーク

地図データ（特車DRM）
実験車両の走行経路記録

実験車両から得られたETC2.0プローブ情報

（走行位置座標データ）

道路ネットワーク

地図データ（DRM）

推定走行経路と実走行経路

の比較・照合
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法で生成した推定走行経路と比較・照合する．これにより，推定走行経路生成の手

法別特徴分析を行う．なお，特車 DRM ではネットワークのリンクに相当する部分

を「特車スパン」，ノードに相当する部分を「特車交差点」と呼称しているため，

本章の以降の分析では，これらの呼称を用いる． 

特車 DRM 形式で生成される実走行経路と比較・照合を行うためには，車載器か

ら収集するプローブ情報に含まれる走行位置座標データ（時刻，緯度，経度）を，

何らかの地図データ形式へと変換する処理が必要となる．地図データ形式としては，

リンクとノードの集合で表されるネットワーク地図形式や，走行位置座標データが

含まれるメッシュ地図上の格子番号で表す方法が考えられるが，大型貨物車も走行

することが多い都市内高速道路や直轄国道は，都市部では上下（ダブルデッキ構造）

や左右に近接していることも多く，走行経路の照合を行う上では適切と考えられな

いことから，本分析ではネットワーク地図形式を使用する． 

ネットワーク地図形式として，前述の特車 DRM 以外のものとしては，一般財団

法人日本デジタル道路地図協会が提供する「デジタル道路地図データベース（DRM）」

が挙げられる．DRM は，国土地理院の 1/25000 の地形図を基に作成され，全国の

道路管理者（国土交通省の各地方整備局等，都道府県，政令指定都市，高速道路会

社，道路関係公社等）の資料と新刊地形図を基に毎年データの更新が行われており，

VICS 等既存の ITS にも広く利用されているものであることから，第３章で述べた

大型貨物車交通マネジメントにおいても使用しうるものと考え，本分析でも用いる

こととした．  

以上を踏まえ，具体的な推定走行経路の生成方法および推定走行経路と実走行経

路の比較・照合を，図５-３に示す方法で実施する．  

まず，推定走行経路の生成の第一段階として，ETC2.0 車載器を装着した実験車

両を走行させ路側機を介して ETC2.0 プローブ情報を収集する．合わせて，実際に

走行した走行経路を特車 DRM 形式（該当する特車スパンの集合（Sr），特車交差点

の集合（Ir））により記録する．  

第二段階として，ETC2.0 プローブ情報に含まれる走行位置座標データ（緯度，

経度，記録時刻等）を，リンクコスト法を用いて DRM リンクへマップマッチング

処理を行い，実験車両が走行したと推定される推定走行経路の DRM リンク集合（Le）

を得る．また，得られた推定走行経路の DRM リンク集合（Le）に含まれるリンク

の両端のノードを抽出することで，推定走行経路の DRM ノード集合（Ne）を得る．

また，マップマッチング手法に依存しない方法として，走行位置座標データから，

最近傍の特車交差点を検索し，推定走行経路の特車交差点集合（Ide）を得る． 

第三段階として，推定走行経路と実走行経路の照合・比較を行う．第二段階で得

た推定走行経路のうち，DRM 形式のリンク集合（Le）およびノード集合（Ne）は，

そのままでは第一段階で作成した実走行経路の特車スパン集合（Sr）および特車交
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差点集合（Ir）と照合することはできない．そのため，DRM ノードと特車スパン，

および DRM ノードと特車交差点の対応関係を用いて変換を行った上，照合を行う．

具体的には，照合対象を DRM ベースとして，実走行経路の特車スパン集合（Sr）

を DRM リンク集合（Lr）へ変換し推定走行経路の DRM リンク集合（Le）と照合す

る方法（手法 1），実走行経路の特車交差点集合（Ir）を DRM ノード集合（Nr）へ

変換し推定走行経路の DRM ノード集合（Ne）と照合する手法（手法 2）を試みる．

また，照合対象を特車 DRM ベースとして,推定走行経路の DRM リンク集合（Le）

を特車スパン集合（Se）へ変換し実走行経路の特車スパン集合（Sr）と照合する方

法（手法 3），推定走行経路の DRM ノード集合（Ne）を特車交差点集合（Ie）へ変

換し実走行経路の特車交差点集合（Ir）と照合する方法（手法 4）を試みる．また，

第二段階で走行位置座標最近傍の特車交差点を検索することにより得る，推定走行

経路の特車交差点集合（Ide）については，そのまま，実走行経路の特車交差点集合

（Ir）と照合する（手法 5）． 

第四段階では，次項で定義する照合結果指標を，各手法 1～5 別に算出し，比較・

分析する． 

図５-３ 推定走行経路と実走行経路の生成・照合の流れ 
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５．２．２ 指標の定義 

推定走行経路と実走行経路の一致水準を表す指標としては，表５-１に示すように，

推定走行経路および実走行経路に含まれる照合対象（DRM リンクの一つの区間等）

が，どのような組み合わせとなっているかを分類し，その比率を算出することが考

えられる． 

 

表５-１ 照合対象の組み合わせ 
 

 照合対象が推定走行経路に含まれる 照合対象が推定走行経路に含まれない 

照合対象が実

走行経路に含

まれる 

正しい推定ができている 

（実際に走行した経路を推定走行経

路としている） 

正しい推定ができていない 

（実際に走行した経路を推定走行経路と

していない） 

照合対象が実

走行経路に含

まれない 

正しい推定ができていない 

（実際に走行していない経路を推定

走行経路としている） 

正しい推定ができている 

（実際に走行していない経路を推定走行

経路としていない） 

 

 

すなわち，実走行経路に含まれる照合対象のうち，どれだけの照合対象が推定走

行経路として正しく推定可能かを表す比率と，推定走行経路に含まれる照合対象の

うち，どれだけの照合対象が誤った推定結果であるかの比率を算出することが考え

られる． 

そこで，本分析では，異なる照合方法（手法 1～5）を比較する指標として，実走

行経路及び推定走行経路に含まれる照合対象の数から算出する，「実経路推定率」

と「誤経路推定率」の二つの指標を用いる．「実経路推定率（  ）」を算出する式を

式５-１に，「誤経路推定率（  ）」を算出する式を式５-２に示す． 

  

 

   
   

  
         （式５-１） 

   
   

  
           （式５-２） 

 

ただし， 

  ：実経路推定率 

  ：誤経路推定率 

   ：推定走行経路に含まれ，かつ実走行経路に含まれる照合対象の数 

  ：実走行経路に含まれる照合対象の総数 

   ：推定走行経路に含まれ，かつ実走行経路に含まれない照合対象の数 

  ：推定走行経路に含まれる照合対象の総数 
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「実経路推定率」は，実走行経路に含まれる照合対象のうち，推定走行経路に含

まれる照合対象の比率を表す数値である．したがって，実験車両の走行起終点間の

実走行経路を，ETC2.0 プローブ情報を用いて洩れなく推定できている割合を確認

するための指標といえる． 

一方，「誤経路推定率」は，推定走行経路に含まれる照合対象のうち，実走行経

路に含まれない照合対象の割合を表す数値である．したがって，ETC2.0 プローブ

情報を用いて推定された推定走行経路に，実際には走行していない経路が誤って含

まれている割合を確認するための指標といえる． 

DRM リンク番号を照合対象として用いる手法 1 の場合の，実経路推定率および

誤経路推定率の算出例を図５-４に示す． 

 

 

 

l1 l2 l5 

：実走行経路 

：推定走行経路 

：走行位置座標データ 

：走行位置座標データ（マップマッチング後） 

   ：リンク番号  の    リンク 

   ：推定走行経路に含まれる実際に走行した照合対象    の集合 

   ：推定走行経路に含まれる照合対象    の集合 

   ：推定走行経路に含まれ、かつ実走行経路に含まれる照合対象    の集合 

   ：推定走行経路に含まれ、かつ実走行経路に含まれない照合対象    の集合 

     ：集合  に含まれる照合対象    の数 

   ：            
   ：               

            

 

         ：              ：          

  

   
   

  
 

      

     
 

 

 
       

   
   

  
 

      

     
 

 

 
      

 

l3 l4 

図５-４ 手法 1 の場合の指標算出例 



 第５章 ETC2.0 を用いた推定走行経路の生成方法に関する分析  

 

  

96 

   

５．２．３ 分析に用いたデータ 

（１）実験車両による走行位置座標データの収集 

国土技術政策総合研究所では，首都高速道路（株）および中日本高速道路（株）

の協力を得て，実験用機器を設置し，特定の車両の ETC2.0 プローブ情報を抽出・

収集可能な実験システムを構築した．本システムを用いることにより，予め実験シ

ステム抽出用の設定を行った ETC2.0 車載器を装着した実験用車両が，首都高速道

路（株）および中日本高速道路（株）の管内に設置されている ITS スポットを通過

すると，路車間通信により走行位置座標データを含む ETC2.0 プローブ情報が車載

器から ITS スポットへ送信され，実験システム側で一連の走行位置座標データを抽

出・収集することができる[6]． 

本分析では，2012 年 12 月 7 日～9 日の間に実験車両を走行させ，上記の実験シ

ステムを用いて収集した ETC2.0 プローブ情報（走行位置座標データ）を使用した．

走行経路は，実験システムを用い収集が可能な区域内で，かつ都市間の走行経路，

都市内の走行経路，高速道路，一般道といった異なる条件下で経路照合手法の比較

を実施できるような，表５-２および図５-５～図５-８に示す経路 A～D を選定した．実

験車両には，図５-９に示すとおり，ETC2.0 車載器（試験器）を装着するとともに，

データ分析時に走行位置座標データ取得時の周辺環境を確認できるようにするた

め，周辺環境撮影用カメラを搭載し，車両周囲の走行環境を記録した． 

 

 

 

表５-２ 実験走行経路の一覧 

 

 起終点・主な経由地（経路延長）  走行地域・道路種別（主な路線） 

経路A 大井南～袋井IC （243.0km）  都市間・高速道路 

（首都高速道路、東名高速道路） 

経路B 大井南～袋井 （226.2km）  都市間・一般道 

（国道246号、国道1号） 

経路C 都庁～三宅坂JCT～谷町JCT～用賀～中の

橋～都庁 （34.2km） 

都市内・高速道路 

（首都高速道路（一部国道20号）） 

経路D 都庁～半蔵門～三宅坂～瀬田～中の橋～

都庁 （32.8km） 

都市内・一般道 

（国道20号、国道246号） 
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図５-６ 経路 B（都市間一般道路） 

背景図：Google Map（地図データ ©2013 Google, MapIT, SK M&C, Tele Atlas, ZENRIN） 

図５-５ 経路 A（都市間高速道路） 

背景図：Google Map（地図データ ©2013 Google, MapIT, SK M&C, Tele Atlas, ZENRIN） 
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背景図：Google Map（地図データ ©2013 Google, MapIT, SK M&C, Tele Atlas, ZENRIN） 

図５-８ 経路 D（都市内一般道路） 

図５-７ 経路 C（都市内高速道路） 

背景図：Google Map（地図データ ©2013 Google, MapIT, SK M&C, Tele Atlas, ZENRIN） 
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（２）分析に用いた道路ネットワーク地図データ 

本分析では，５．２．１で述べたとおり，走行位置座標データをマップマッチン

グする道路ネットワーク地図データとして，一般財団法人日本デジタル道路地図協

会が発行している「デジタル道路地図（DRM-DB2403 版）」（以下「DRM」）を用い

た．また，手法 1，手法 2 の照合対象として，DRM に含まれる DRM リンク番号及

び DRM ノード番号を用いた．手法 3，手法 4，手法 5 の照合対象としては，特殊車

両通行許可申請に用いられている「道路情報便覧（平成 24 年度版）」に記載されて

いる特車交差点番号及び特車スパン番号を用いた．なお，道路ネットワーク地図デ

ータについては，実験走行経路上のみならず，周囲の併走道路等のデータについて

ETC2.0車載器

（アンテナ）

周辺環境撮影用

カメラ（前方、左右）

ETC2.0車載器
周辺状況撮影用カメラ

図５-９ 実験車両への車載機器設置状況 
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もマップマッチング処理及び照合の対象とすることで，誤照合が生じうるようにし

た． 

特車交差点番号と DRM ノード番号，特車スパン番号と DRM リンク番号の対応づ

けには，DRM データと簡略化された道路ネットワーク（ペアリンク）の対応関係

を整理している「道路の区間 ID テーブル標準 Ver.1.0（平成 23 年 3 月）」を用いた． 

これらの道路ネットワーク地図データを基に，図５-５～図５-８で示した実走行経

路 A～D における，照合対象数を計上した結果を表５-３に示す．特殊車両通行許可

に用いられている特車 DRM（道路情報便覧付図の道路ネットワーク地図）は，平

成 17 年度に，DRM をベースとして，図５-１０に例を示すように，交差点における

DRM ノードの集約，2 条道路の DRM リンクの 1 条化等の簡素化を行って作成され

ている．そのため，本分析における規定走行経路の照合対象数においても，特車ス

パンの数が DRM リンクの数の 17.4～23.1％，特車交差点の数が，DRM ノードの数

の 16.0～22.3％と少なくなっている． 

 

 

表５-３ 実走行経路における照合対象数 
 

 DRMリンク数 DRMノード数 特車スパン数 特車交差点数 

経路A 304 338 53 54 

経路B 729 759 168 169 

経路C 108 115 25 25 

経路D 176 183 34 34 

 

 

図５-１０ 特車 DRM と DRM の違い 

(a) DRM リンク・DRM ノード (b) 特車スパン・特車交差点 
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５．３ 分析結果 

５．３．１ 走行位置座標データの収集結果 

実験走行による走行位置座標データの収集結果を表５-４に示す．また，実走行経

路に含まれる DRM リンクの平均長を経路別に図５-１１に示す． 

実際走行した経路上の全 DRM リンク数のうち，収集した走行位置座標データが

マップマッチングされた DRM リンク数の割合（以下，「M/M 成功リンク率」）は，

経路 A が最も高く（78.6％），経路 C が最も低かった（38.0％）．また，全走行経路

延長に対する，マップマッチングされた DRM の合計リンク延長の割合についても，

経路 A が最も高く（97.0％），経路 C が最も低かった（38.7％）． 

なお，DRM リンクへのマップマッチングが成功していない走行位置座標データ

は，実際に走行した実走行経路以外の，併走道路等の DRM リンクにマップマッチ

ングされているか，いずれの DRM リンクからも 30m 以上離れているため，マップ

マッチング対象外データとなっているかのいずれかとなる． 

 

 

 

 

 
図５-１１ 各経路における DRM リンクの平均長 

表５-４ 走行位置座標データの収集・マップマッチング結果 
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実走行経路に含まれる DRM リンクの平均長は，都市間高速道路が中心の経路 A

においては，DRM リンクの平均長が 800m を超える一方，都市内の一般道が中心の

経路 D においては，DRM リンクの平均長が ETC2.0 車載器の走行位置座標データの

収集間隔である 200m を下回っている． 

経路 C 及び経路 D のマップマッチングが失敗している区間について，実験走行

時に撮影した画像から周辺環境の確認を行った．実験走行により取得した走行位置

座標データの DRM リンクへのマップマッチングが失敗している区間の多くは，図

５-１２(a)，(b)に例を示すような，沿道に高層ビルが建ち並ぶ首都高速 3 号線及び 4

号線の区間や，首都高速道路の構造物が上空を覆う，国道 20 号及び国道 246 号の

区間であることが確認された． 

 

 

 

 

 

図５-１２ マップマッチングが失敗している区間の周辺環境の例 

(a) 首都高速 3 号渋谷線上り 三宿付近 

(b) 国道 20 号 首都高速永福 PA 付近 
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５．３．２ 照合結果指標の算出結果（実経路推定率） 

各照合手法別，各経路別に実経路推定率を算出した結果を図５-１３(a)～(d)に示す． 

経路 A では手法 2 による実経路推定率が最も高い値（90.5％）となった．経路 B，

経路C，経路Dにおいては，手法 5による実経路推定率が最も高い値（83.4％，92.0％，

82.4％）となった． 

算出された経路別の実経路推定率の結果を，実経路推定率を縦軸に，M/M 成功

リンク率を横軸としてプロットした図を，図５-１４に示す． 

手法 1，手法 2，手法 3 では，実経路推定率と M/M 成功リンク率が正の相関を有

すると見られる一方，手法 4，手法 5 は，明確な相関が見られなかった．手法 2，

手法 3 は全ての経路で M/M 成功リンク率よりも実経路推定率の方が高くなった． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図５-１３ 実経路推定率の算出結果 

(a) 経路 A (b) 経路 B 

(c) 経路 C (d) 経路 D 
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５．３．３ 照合結果指標の算出結果（誤経路推定率） 

各照合手法別，各経路別に誤経路推定率を算出した結果を図５-１５(a)～(d)に示す． 

全ての走行経路において，手法 4 による誤経路推定率が最も低い値（0.0％，0.0％，

28.0％，0.0％）となった． 

 

 

 

(a) 経路 A (b) 経路 B 

(c) 経路 C (d) 経路 D 

図５-１５ 誤経路推定率の算出結果 

M/M 成功リンク率 

実経路推定率 

図５-１４ 実経路推定率と M/M 成功リンク率の相関 
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算出された誤経路推定率と，実際走行した経路上の全 DRM リンク数に対する，

収集した走行位置座標データがマップマッチングされなかった DRM リンク数の割

合（以下，「非 M/M リンク率」）を整理した結果を図５-１６に示す． 

手法 1～4 はいずれの経路においても，非 M/M リンク率よりも，誤経路推定率が

低くなった．手法 5 は，経路 A 走行時のみ，非 M/M リンク率よりも，誤経路推定

率が高くなった． 

 

 

５．４ 考察 

５．４．１ 走行位置座標データの精度 

M/M 成功リンク率は走行環境により大きく異なった．具体的には，表５-４に示す

とおり，都市間道路，特に都市間高速道路では，M/M 成功リンク率は高い値とな

るが，都市内道路では低い値となった． 

この理由としては，第一に ETC2.0 車載器の走行位置座標データ記録間隔と DRM

リンク長との関係が考えられる．すなわち，図５-１１に示すとおり，都市内道路で

は DRM リンク長が ETC2.0 車載器の走行位置座標データ記録間隔である 200m を下

回る場合が多く，そのような場合に走行位置座標データがマップマッチングされな

い DRM リンクが発生するためと考えられる． 

第二に，GNSS 信号受信環境の違いが考えられる．都市間高速道路では，走行時

非 M/M リンク率 

誤経路推定率 

図５-１６ 誤経路推定率と非 M/M リンク率の相関 
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に周囲に高層ビル等の高い構造物が存在せず，天空が開けた状態で GNSS 衛星から

の信号を受信できる区間が多いと考えられる．そのような区間では，比較的多数の

GNSS 衛星からの信号を受信でき，精度の高い走行位置座標データを取得できてい

ると考えられる．一方，都市内では，高架構造や地下・半地下構造部が採用されて

いる区間や高層ビル等が沿道に立ち並ぶ区間など，天空が狭められた区間を走行す

る場合，車載機が十分な数の衛星から GNSS 信号を受信することができず，精度の

低い走行位置座標データしか取得できない状況が多いと考えられる．したがって，

都市間道路では，M/M 成功リンク率が高く，都市内道路では M/M 成功リンク率が

低くなると考えられる． 

上記の理由による M/M 成功リンク率の低下に対しては，今後，車載器側での

GNSS 信号受信ユニットの機能向上，例えば，GPS 信号だけでなく，日本政府が導

入に取り組んでいる準天頂衛星「みちびき」からの信号を受信したりすることによ

り，改善可能な部分はあると思われる．しかし，トンネル区間や図５-１２(b)に示す

ような区間では上述の対策を講じたとしても GNSS 衛星からの信号のみで正確な走

行位置座標データを取得することは難しいと考えられる．そのため，GNSS 衛星か

らの信号では正確な走行位置座標データの取得が困難な区間を照合対象から除外

したり，あるいは，走行経路判断が可能となるよう新たに ITS スポットを設置した

りする対策が必要と考えられる． 

 

５．４．２ 実経路推定率による手法比較 

本分析では，実験走行を行った実走行経路と，収集した ETC2.0 プローブ情報か

ら生成した推定走行経路との照合を行った．５．２．２で述べたとおり，実経路推

定率として算出された値が 1.0 に近いほど，優れた手法であると評価できる． 

図５-１３に示すとおり，手法毎に算出した実経路推定率を比較した結果，都市間

高速道路中心の経路 A では手法 2 が，それ以外の経路では，いずれも手法 5 が最も

優れた手法として評価された． 

特に都市内道路において，手法 5 による実経路推定率が高い理由としては，手法

5 では，取得した走行位置座標データを DRM リンクにマップマッチングせずに照

合に用いているためと考えられる．すなわち，表５-４に示すとおり，都市内では走

行位置座標データを正確に DRM リンクへマップマッチングすることは困難であり，

マップマッチング処理の精度が照合結果に強く影響する手法は不利であるためと

考えられる． 

手法 5 の実経路推定率が，経路 A でのみ低い結果となった理由を明らかにするた

め，どのような箇所で照合ができていないのか確認した．その結果，照合ができて

いない全 18 箇所のうち，12 箇所は，図５-１７に示すように，高速出入り口を表す特



 第５章 ETC2.0 を用いた推定走行経路の生成方法に関する分析  

 

  

107 

   

車交差点の位置座標が本線から離れた位置に設定されている箇所であることが分

かった．手法 5 では，得られた走行位置座標データから 100m 以内に存在する最近

傍の特車交差点を探索し，当該特車交差点番号が実走行経路上の特車交差点番号の

集合に含まれているか否かで照合を行っている．したがって，特殊車両通行許可に

用いられている道路情報便覧付図の道路ネットワーク地図において，高速道路走行

時に通過する，高速出入り口を表す特車交差点が，ネットワークの簡素化に伴い図

５-１７のように本線から 100m 以上離れた場所に設定されていると，高速道路走行時

に取得される走行位置座標データと照合することができない．したがって，実経路

推定率を算出する方法として手法 5 を用いる場合には，高速道路本線から遠く離れ

た位置に設定されている高速道路出入り口の特車交差点を，照合対象外とするよう

な処理を行うなど，本課題を解決する工夫をする必要がある． 

M/M 成功リンク率と，各手法による実経路推定率を比較すると，図５-１４に示す

とおり，相関の高い手法と低い手法があること，及び多くの場合，マップマッチン

グ成功率よりも実経路推定率の方が高くなることが分かった． 

この理由としては，表５-３に示す照合対象数の違いと，照合対象種類の違いが影

響していると考えられる．すなわち，同じ経路を走行した場合でも，DRM をベー

スとする手法 1 よりも，道路情報便覧に含まれる特車スパンを用いる手法 3 の方が，

実走行経路と推定走行経路を照合する際の照合対象数が少なく，一方，走行位置座

標データの数は同一であるため，手法 3 の方が一つの照合対象に対して，より多く

図５-１７ 手法 5 において照合できていない箇所の例 
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の走行位置座標データを用いて照合する機会があると考えられる．また，DRM ノ

ードを照合対象とする手法 2 は，該当する DRM ノードに接続するいずれかの DRM

リンクに走行位置座標データがマップマッチングされることで推定走行経路に含

まれ，手法 1 よりも多くの照合の機会があると考えられる． 

 

５．４．３ 誤経路推定率による手法比較 

本分析では，実験走行を行った実走行経路と，収集した ETC2.0 プローブ情報か

ら生成した推定走行経路との照合を行った．５．２．２で述べたとおり，誤経路推

定率として算出された値が 0 に近いほど，優れた照合手法であると評価できる． 

図５-１５に示すとおり，手法毎に算出した誤経路推定率を比較した結果，いずれ

の経路においても手法 4 が最も優れた手法と評価された． 

手法 4 が最も優れた評価となった理由としては，手法 4 は，走行位置座標データ

が特車交差点付近の DRM リンクにマップマッチングされた場合のみ照合を行うた

めと考えられる．つまり，走行位置座標データが実際には走行していない DRM リ

ンクに誤ってマップマッチングされた場合でも，その両端の DRM ノードに対応す

る特車交差点が周辺に存在していない場合は，実走行経路以外を走行しているとの

照合結果とならないためである．一般道が併走する，高架構造の高速道路が中心の

経路 C で，他の経路と比較して誤経路推定率が高くなっている理由も，誤ってマッ

プマッチングされる可能性がある並行一般道に，表５-３に示すとおり，より多くの

特車交差点が設定されているためと考えられる． 

図５-１５に示すように，手法 5 が，高速道路上の経路を走行した場合（経路 A，経

路 C），一般道上の経路を走行した場合（経路 B，経路 D）と比較して，高い誤経路

推定率となる理由は，一定距離に存在する，特車交差点数が，表５-３に示すとおり，

高速道路と一般道で 3 倍程度異なるためと考えられる．すなわち，図５-１８に示す

とおり，併走する双方の経路の特車交差点が，一定の照合対象範囲に含まれる場合

には，特車交差点がより多く含まれる経路を実走行経路として照合する場合の方が，

誤経路推定率が低くなる． 

非 M/M リンク率と，照合手法毎の誤経路推定率を比較すると，図５-１６に示すと

おり，手法 5 の経路 A での算出値を除き，誤経路推定率の方が低くなることが明ら

かになった．手法 5 の経路 A での誤経路推定率のみ非 M/M リンク率よりも高くな

る理由を確認するため，照合対象とした特車交差点の内容を確認したところ，推定

走行経路に含まれる特車交差点数は 74 点，うち実走行経路上の特車交差点数は 36

点，実走行経路外の特車交差点数は 38 点であった．また，実走行経路上の全特車

交差点数は 54 点であった．図５-１７に示すように高速道路上では実走行経路上の特

車交差点を推定走行経路に含むことができていないことが影響していると考えら
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れるが，仮に実走行経路上の特車交差点を全て照合対象にできたとしても，誤経路

推定率は 41.3（=38/(54+38)*100)％であり，他の手法と比較して相当高い値となる．

経路 A においてこのような結果となる理由については，更に実験データを詳細に分

析して明らかにする必要がある． 

 

５．５ まとめ 

本分析では，第３章で提案した，ETC2.0 を用いた大型貨物車交通マネジメント

の実施を念頭に，2012 年時点で全国の高速道路を中心に配備されている ITS スポッ

ト及び ETC2.0 車載器により収集可能なデータを用いて，ETC2.0 プローブ情報から

生成する推定走行経路を，実験車両の実走行経路と照合する手法の比較を試みた． 

具体的には，実験車両の走行により，既設の ITS スポット及び関連システムを通

じて収集した，ETC2.0 プローブ情報の走行位置座標データを用いて，推定走行経

路を生成するとともに，それを実走行経路と照合する手法について，実経路推定率

と誤経路推定率の二つの指標を算出することで，比較を行った． 

その結果，経路の特徴，具体的には，マップマッチングを行う DRM リンク長や，

誤ってマップマッチングを行う可能性のある経路に多くの照合対象が存在するか

否か等の条件に応じて，照合に適した手法が異なること，また，照合のために用い

図５-１８ 手法 5 の誤経路推定率算出の特徴 
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た，道路情報便覧付図に含まれる道路ネットワーク地図が，実態とは異なる形で簡

素化されていることに起因する課題があることを明らかにすることができた． 

しかしながら，本分析では，実験車両で実際に走行した 4 つの経路のデータのみ

を用いて照合手法間の比較分析を行っている点で，全国的に展開する上では課題が

残されている． 

今後は，実際に特殊車両通行許可を受けている多数の大型貨物車に ETC2.0 車載

器を搭載し，既設の ITS スポット，2015 年に増設された直轄国道上の路側機，およ

び関連システムを用いて ETC2.0 プローブ情報を収集する実験を実施し，より実態

に即したデータを収集し，照合手法の比較分析，精度検証を行うことが必要と考え

られる． 

また，都市内道路走行時に，走行位置座標データを実際に走行した経路の DRM

リンクへ正確に洩れなくマップマッチングすること困難にしている，十分な数の衛

星から GNSS 信号の受信が不可能な状況や，ETC2.0 車載器の走行位置座標データ

記録間隔である 200m よりも短い延長の DRM リンクが比較的多く存在する状況に，

対応可能なマップマッチング，および照合手法を新たに検討し，併せて比較分析を

行うことが必要と考えられる． 

加えて，推定走行経路と実走行経路の照合に際し，道路情報便覧付図に含まれる

道路ネットワーク地図に起因する課題についても，対応策を検討の上，その効果を

検証する必要があると考えられる． 
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第６章 ETC2.0を用いた特車許可違反判定方法に関する分析 

本章では，第３章で提案した ETC2.0 を用いた大型貨物車交通マネジメントの実

現に向けた課題の一つである，プローブ情報を基に生成した推定走行経路を，特殊

車両通行許可を取得している許可経路と比較・照合し，違反判定を行う際の方法に

関する分析を行う．具体的には，車両が走行したと推定される経路を生成し，これ

を許可条件と照合し違反判定を行う方法について，実験車両の走行により得た

ETC2.0 プローブ情報を用いて，違反と判定すべき走行区間について正しく違反判

定できるか否かの観点から，複数の方法の比較分析を行う． 

 

６．１ 分析の目的 

第３章では，プローブ情報と自動重量計測装置（WIM）を用いることで，道路管

理者と大型貨物車交通マネジメントのルールを遵守する輸送事業者の双方が，その

費用を減少させることが可能な枠組みを提案した．また，我が国における実現に向

けた具体的な方法として，ETC2.0 として整備された路側機器や，ETC2.0 車載器を

用いる方法について提案した．表３-３で示したとおり，ETC2.0 を用いた大型貨物車

交通マネジメントを実現する上では，ある重量の対象車両が，「大型貨物車交通マ

ネジメントのルールに沿って，正しい（望ましい）経路を走行していること」また

は「不正な（望ましくない）経路を走行していること」を明らかにすることが必要

となる．具体的には，図６-１に示すように， ITS スポット等の経路情報収集路側機

を用いて収集される ETC2.0 プローブ情報，その中でも走行履歴データに含まれる

走行位置の座標データを，道路ネットワーク地図データ等と合わせて加工・処理す

ることにより，個々の車両が走行したと推定される走行経路（以下、本章において

「推定走行経路」という）を生成する．その上で，得られた推定走行経路と、当該

車両が走行すべき特殊車両通行許可経路が一致しているか比較，照合し，一致せず

許可経路違反の走行区間が含まれる場合には，適切に違反判定を行うことが必要と

なる． 

第２章で述べたとおり，既往の大型貨物車交通マネジメントにおける許可違反走

行の取り締まりは，主に取り締まり基地あるいは WIM の設置箇所という「点」に

おける違反判定として行われており[1][2][3][4]，上に述べたような経路単位での違

反判定方法に関する取り組みは見られない．オーストラリアではテレマティクスを

用いた取り組みが見られるが[5]，路側機によるチェック機能を備えておらず，道路

管理者において車載器における不正・改ざんの検知が困難であるという課題がある． 
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６．２ 分析方法および分析に用いたデータ 

６．２．１ 分析対象の違反判定手法 

本章の分析では，推定走行経路と許可経路を照合・比較し，違反判定を行う手法

について，用いる道路ネットワークデータの組み合わせを変え，複数の違反判定手

法の比較を行う．具体的には，許可条件違反を模擬した実験車両の走行により，

ETC2.0 プローブ情報を収集し，違反判定処理を行い，その精度検証を行う．検証

にあたっては，利用可能なデータを踏まえ，図６-２に示す４種類の違反判定手法を

対象として比較分析を行う． 

まず，第一段階として，ETC2.0 車載器を搭載した実験車両を走行させ，路側機

を介して ETC2.0 プローブ情報を収集する．合わせて，実際に走行した走行経路を

特車 DRM 形式により記録する．この際，許可経路を想定した上で，側道や迂回路

等の「違反走行区間」を設定し，違反走行区間に含まれる照合対象（該当する特車

スパンの集合（Sv），特車交差点の集合（Iv））のデータを作成する． 

 第二段階として，ETC2.0 プローブ情報に含まれる走行位置座標データ（緯度，

経度，記録時刻等）の，DRM へのマップマッチング処理を行う．マップマッチン

グ処理により，実験車両が走行したと推定される推定走行経路の DRM リンク集合

（Le）を得る．また，特車 DRM へ直接マップマッチング処理を行い，実験車両が

走行したと推定される推定走行経路の特車スパン集合（Sde）を得る．さらに，マ

処理に用いるデータ

ETC2.0プローブ情報

（走行位置座標データ）

特殊車両通行

許可証情報

重量計測データ

（WIM測定結果）

道路ネットワーク

地図データ

推定走行経路の生成 許可経路の生成

走行状況判定（違反判定）

（推定走行経路と、車重に応じた許可経路の比較・照合）

データ処理

図６-１ 走行状況判定のための処理とデータ（図 5-1 再掲） 
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ップマッチング手法に依存しない方法として，走行位置座標データから，最近傍の

特車交差点を検索し，推定走行経路の特車交差点集合（Ide）を得る． 

第三段階として，推定走行経路と違反走行区間に含まれる照合対象を比較するこ

とで違反判定を行う．第二段階で得た推定走行経路のうち，DRM 形式のリンク集

合（Le）は，そのままでは第一段階で作成した違反走行区間の特車スパン集合（Sv）

と比較することはできない．そのため，DRM ノードと特車スパンの対応関係を用

いて変換を行った上で，比較を行う．具体的には，照合対象を DRM ベースとして，

違反走行区間の特車スパン集合（Sv）を DRM リンク集合（Lv）へ変換し，推定走

行経路の DRM リンク集合（Le）と比較する方法（手法 A）を試みる．また，照合

対象を特車 DRM ベースとして,推定走行経路の DRM リンク集合（Le）を特車スパ

ン集合（Se）へ変換し違反走行区間の特車スパン集合（Sv）と比較する方法（手法

B），直接特車スパンへマップマッチングを行い生成した推定走行経路の特車スパン

集合（Sde）と違反走行区間の特車スパン集合（Sv）と比較する方法（手法 C）を

試みる．さらに，第二段階で走行位置座標最近傍の特車交差点を検索することによ

図６-２ 分析対象の違反判定手法 

実験車両プローブ情報

（走行位置座標データ）

実験車両による走行

実験車両の走行経路記録+許可経路（想定）

特車スパンを

DRMリンクへ変換

違反走行区間DRM

リンクデータ：Lv

違反走行区間特車

交差点データ：Iv

違反走行区間特車

スパンデータ：Sv

判定（手法A）

座標データをDRMリンクへ

マップマッチング処理

DRMリンクを特車DRM

スパンへ変換

座標データから最近

傍特車交差点を探索

座標データを特車DRMリンクへ

マップマッチング処理

推定走行経路DRM

リンクデータ：Le

推定走行経路特車

スパンデータ：Se

推定走行経路特車

交差点データ：Ide

推定走行経路特車

スパンデータ：Sde

判定（手法D）

判定（手法B）

判定（手法C）
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り得る，推定走行経路の特車交差点集合（Ide）については，そのまま，違反走行区

間の特車交差点集合（Iv）と比較する（手法 D）． 

第四段階では，次項で定義する違反判定結果指標を，各手法 A～D 別に算出し，

比較・分析する．  

 

６．２．２ 指標の定義 

第５章の分析では，推定走行経路が実際に走行した実走行経路とどの程度一致し

ているかについて明らかにするため，実経路推定率および誤経路推定率という二種

類の指標を用いて，各手法の特徴を明らかにした．一方，本章では，推定走行経路

に特殊車両通行許可条件違反の走行区間が含まれている場合に，それぞれの違反判

定手法が正しく違反判定できるかどうかについて評価することを目的に分析を行

う．推定走行経路に含まれる許可違反区間を正しく違反判定する水準を表す指標と

しては，表６-１に示すように，推定走行経路および許可経路に含まれる照合対象

（DRM リンクの一つの区間等）が，どのような組み合わせとなっているかを分類

し，その比率を算出することが考えられる．すなわち，実際に違反走行をした区間

の照合対象のうち，正しく許可違反と判定された照合対象の割合を表す比率と，許

可条件違反と判定された照合対象のうち，どれだけが正しく違反判定できているか

の比率を算出することが考えられる． 

本分析では，異なる違反判定方法（手法 A～D）を比較する指標として，違反判

定結果及び実際に走行した区間に含まれる照合対象の数から算出する，「違反走行

抽出率」と「判定正解率」の二つの指標を用いる．「違反走行抽出率（  ）」を算出

する式を式６-１に，「判定正解率（  ）」を算出する式を式６-２に示す． 

 

 

表６-１ 照合対象の組み合わせ 

 

 違反走行した区間の照合対象 違反走行しなかった区間の照合対象 

違反判定された 

照合対象 

正しい違反判定ができている 

（違反走行した区間の照合対象が 

違反と判定されている） 

正しい違反判定ができていない 

（違反走行していない区間の照合対象が 

違反と判定されている） 

違反判定されな 

かった照合対象 

正しい違反判定ができていない 

（違反走行した区間の照合対象が 

違反判定結果に含まれていない） 

正しい違反判定ができている 

（違反走行していない区間の照合対象が 

違反と判定されていない） 
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                     ・・・（式６-１） 

   
   

  
                     ・・・（式６-２） 

 

ただし， 

 

   ：違反走行抽出率 

   ：判定正解率 

    ：違反判定の結果，許可条件等に違反していると判定された照合対象のうち，

正しく違反判定されている照合対象の数 

   ：走行経路の中に含まれる，違反と判定すべき照合対象の数 

   ：違反判定の結果，許可条件等に違反していると判定された照合対象の数 

 

「違反走行抽出率」は，許可条件等違反として違反判定されなければいけない照

合対象のうち，どれだけが正しく違反と判定されたかを表す指標であり，違反走行

状況を洩れなく確認できるかどうかを表す指標といえる． 

「判定正解率」は，許可条件等違反として違反判定された照合対象のうち，どれ

だけが正しく判定されているかを表す指標であり，判定結果の正確性，信頼度を表

す指標といえる． 

 

６．２．３ 分析に用いたデータ 

第５章の分析と同様に，国土技術政策総合研究所が開発・設置した実験システム

に，実験車両に装着した ETC2.0 車載器の固有識別情報を登録し，ETC2.0 プローブ

情報を収集した．実験車両は，許可経路を想定した上で，そこから外れた経路を走

行することで，許可条件違反の走行を模擬した．違反模擬走行経路の例を図６-３及

び図６-４に示す． 

違反判定手法で用いる道路ネットワーク地図データとしては，一般財団法人日本

デジタル道路地図協会が発行している「デジタル道路地図（DRM-DB2503 版）」及

び「道路情報便覧（平成 25 年度版）」を用いた．また，両者の対応テーブル作成に

は，「道路の区間 ID テーブル標準 Ver.1.0（平成 23 年 3 月）」を用いた． 

各違反判定手法における位置座標データの道路ネットワーク地図データへのマ

ップマッチングに際しては，リンクコスト法に加え，プローブデータが収集された

路側機の位置情報を反映するアルゴリズムを採用した． 
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６．３ 分析結果 

違反模擬走行をした車両のプローブデータに対し，各違反判定手法を適用し，違

反と判定された照合対象等の数を表６-２に示す．また，式６-１および式６-２により，

違反走行抽出率，判定正解率を算出した結果を図６-５に示す． 

違反判定手法 C が，違反走行抽出率（93.0％），判定正解率（88.9％）のいずれの

指標とも，最も高い結果となった． 

 

 

表６-２ 違反判定結果（各照合対象の数） 

 

 手法Ａ 手法Ｂ 手法Ｃ 手法Ｄ 

走行経路上の違反判定すべき照合対象数（Nv） 209 43 43 35 

正しく違反判定された照合対象数（Jvc） 147 33 40 14 

違反と判定された照合対象数(Jv) 263 138 45 32 

走行経路上の総走行照合対象数 1,677 362 362 366 

図６-４ 違反模擬走行経路の例（側道） 

図６-３ 違反模擬走行経路の例（別道路） 
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６．４ 考察 

各違反判定手法の違反走行抽出率を比較すると，手法 C が 93％程度と最も高く，

次いで，手法 A，B が 70％～77％程度であり，手法 D が 40％程度と最も低くなっ

ている．手法 C の違反走行抽出率が高い理由としては，プローブ情報として得られ

た走行位置座標データを，直接，特車許可事務で用いられている特車 DRM のスパ

ンにマップマッチングしていることが考えられる． DRM リンクの中には ETC2.0

車載器により収集される走行位置座標の間隔（200m）よりも短い延長のものが存在

する一方，図５-１１で示したとおり，特車ネットワーク上のスパン延長は，DRM リ

ンクの延長のおおよそ 4～6 倍程度長い．したがって，DRM リンクへマップマッチ

ングを行う手法 A，B よりも，手法 C の方が，より多くの点を一つの照合対象への

マップマッチングに用いることができ，違反判定すべき照合対象の洩れが少なくな

っていると考えられる． 

各手法の判定正解率を比較すると，手法 C が 89％程度と最も高く，次いで，手

法 A が 56％程度，手法 D が 44%程度であり，手法 B が 24％程度と最も低くなって

いる． 

手法 A および手法 B は，本来違反判定すべき照合対象の数（Nv）よりも大幅に

多い数の照合対象を違反と判定（Jv）しており，細かく DRM リンクへマップマッ

70.3%, 55.9%

76.7%, 23.9%

93.0%, 88.9%

40.0%, 43.8%

0%

10%

20%
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60%

70%

80%

90%

100%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

手法Ａ

手法Ｂ

手法Ｃ

手法Ｄ

図６-５ 違反走行抽出率および判定正解率の算出結果 

違反走行抽出率 

判定正解率 
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チングすることにより，誤った推定走行経路を生成し，それを許可経路と照合する

ことで，誤った違反判定を行っている状況と考えられる． 

本章の分析では，４つの手法の中で，手法 C が，最も特殊車両の許可条件違反を

洩れなく確認でき，かつ，判定結果が信頼できるものと評価された．しかしながら，

10％程度の違反走行状況の見逃しがありうるとの結果となった．また，判定結果の

10％程度は誤っている可能性があるとの結果となった．したがって，ETC2.0 を用

いた大型貨物車交通マネジメント実施時には，このような違反判定精度を前提に，

運用ルールを検討していくことが課題と考えられる． 

また，マップマッチングのアルゴリズムの改善等，技術的にこれらの違反判定精

度の向上に取り組むことも考えられるが，今回の比較検証が実験データを用いたも

のであることを踏まえると，実際の特殊車両の ETC2.0 プローブ情報を収集して違

反判定処理を試行し，違反内容を目視で確認する作業を行う中で，「違反判定が困

難な区間・地域」を特定し，予め違反判定対象から除外する等の運用的な取り組み

も考えられる．全国の多様な道路網形状，GNSS 信号取得状況に対応していくため

には，どのようなアプローチで違反判定精度を向上させていくことが，効率的・効

果的であるのかを明らかにしていくことも，今後の課題と考えられる． 

 

６．５ まとめ 

本章の分析では，第３章で提案した ETC2.0 を用いた大型貨物車交通マネジメン

トの実現に向け，収集された ETC2.0 プローブ情報等から作成される推定走行経路

を，許可経路と比較・照合し，違反判定を行う手法について，実験データを基に検

証を行った．具体的には，実験車両で違反模擬走行を行い収集した ETC2.0 プロー

ブ情報を用いて，照合対象等が異なる４つの違反判定手法を，違反走行抽出率，判

定正解率の二つの指標を用いて評価した．その結果，最も結果が良好な手法では，

違反走行抽出率，判定正解率のいずれもが 90％程度の値となることを明らかにした． 
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第７章 ITSを用いた大型貨物車交通マネジメントの社会便益 

第３章では，大型貨物車交通の効率化と，道路施設の保全を同時に実現していく

ための ITS を用いた大型貨物車交通マネジメントについて，関係主体の意思決定に

与える影響要因を踏まえながら提案を行った．本章では，はじめに，大型貨物車交

通により生じている社会的な外部費用に関する整理を行うとともに，次に，第３章

で提案した ITS を用いた大型貨物車交通マネジメントが実現・普及した場合に，大

型貨物車交通により生じている社会的な外部費用にどのように影響を与えるのか，

どのような社会便益が期待されるのかについて考察する．  

 

７．１ 大型貨物車交通の外部費用 

大型貨物車交通は，大量の物資を迅速に輸送することで経済・社会活動を支えて

いるが，同時に，交通渋滞，交通安全，排ガスや振動・騒音による沿道環境悪化，

道路施設の損傷といった外部費用を生じさせている．たとえば PIARC 技術委員会

B4 では，都市の貨物車交通に着目した上で，表７-１に示すような社会的な問題につ

いて整理している[1]．本節では，まず表 7-1 に示した項目について，既往の文献に

おける調査結果等も踏まえて，貨物車が具体的にどのような外部費用を発生させて

いるかについて述べる．  

 

 

 

渋滞  貨物車の混入による渋滞，荷捌き作業による渋滞 

環境への悪影響  

 大気汚染物質の排出 耐用年数が長いことによる旧規格の排ガス基準，ディーゼルエンジン 

 騒音 発進・停止，タイヤ音，振動 

交通安全上の問題 事故発生時の深刻度 

エネルギー消費 高い分担率 

景観への悪影響 都市内での視覚的障害，景観の阻害 

インフラの損傷 通常の乗用車と比較して大きな負担 

（文献[1]より作成） 

 

 

表７-１ 都市の貨物車交通における問題点 
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（１）渋滞 

道路における渋滞の原因は，容量を超過する交通量，特定の時期・時間への交通

の集中，交通の輻輳など多様であるが，貨物車と乗用車が混在することもその一因

であるとされる．我が国における貨物車混入率は，おおよそ 2～4 割程度であるが，

国道 23 号など幹線道路では 5 割近くに達する路線も存在する[2][3]．また，貨物車

は交通量の変動が大きいこともその特徴であることから，渋滞の大きな要因の一つ

となっている． 

特に都市内においては，荷捌きによる駐停車，港湾・物流ターミナルの近傍では，

待機駐車等の行動も多くみられ[4]，他の交通を阻害することで渋滞の要因となって

いる． 

 

（２）環境への悪影響（大気汚染物質の排出・騒音） 

一般に従来の貨物車は乗用車と比べて内燃機関の排気量が大きく，積載貨物によ

って車両の総重量も大きい．そのため，大気汚染物質の排出や，騒音・振動等によ

って，乗用車よりも大きな環境への悪影響を生じさせる．また，貨物車はディーゼ

ルエンジンを採用している車両が多いが，ディーゼルエンジンにかかる大気汚染物

質（窒素酸化物：NOx，硫化酸化物：NOx，浮遊粒子状物質：SPM 等）の排出基準

値が厳格化されたのは近年のことであり，耐用年数の長い貨物車では，依然として

大気汚染物質の排出量が比較的多い車両の割合も高いと考えられる[1]． 

小型車（乗用車と小型貨物車）と大型車（バスと大型貨物車）の比較を試みた過

去の取り組み[2]においては，NOxの排出量は大型車が 17 倍，SPM 排出量は 14 倍，

CO 排出量は 2 倍，SO2排出量は 3 倍との結果もあり，特に大型貨物車においては

大気汚染物質の排出量が他の車両と比較して大きく，環境への悪影響を生じさせて

いるといえる． 

また，狭義の大気汚染物質とは異なるが，地球温暖化に影響があるとされる二酸

化炭素排出量についても，第１章でみたように貨物車による輸送分担率が高い（約

9 割）ことから，運輸分野における二酸化炭素排出量のうち大きな部分を占めてい

るといえる． 

一般的な走行により生じる騒音・振動に関しても，貨物車による影響は通常の乗

用車と比較して大きいと考えられるが，特に，貨物車が住宅地区などへ流入してい

る場合には，より大きな悪影響を生じさせることとなる．また，貨物車特有の要因

として，集荷・配達作業により生じる騒音（停止・発進音，扉の開閉，アラーム音

等）も指摘されている[2]． 
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（３）交通安全上の問題 

貨物車，特に大型貨物車は，自らが事故に関与する率は他の車種と比較して低い

ものの，事故が発生した場合には深刻なものとなる，すなわち死亡事故に至る割合

が高いとされる[1]．渡辺ら[3]は，平成 11 年の道路交通センサスの道路交通データ

および平成 13～15 年の交通事故統合データを用いて，大型車と大型車以外の死傷

事故件数，および死亡事故件数から，死亡事故比率を算定し比較しており，大型車

以外では死亡事故比率が 0.9％である一方，大型車は 4.8％と 5 倍以上高いことを示

している．  

また，大型貨物車が住宅地区内や教育施設周辺の工場・物流ターミナル等へ貨物

を輸送する場合で，車道幅員や歩道の整備が十分ではない道路を走行する区間では

交通安全上の問題が生じる． 

 

（４）エネルギー消費の問題 

（１）でも述べたとおり，貨物車は一般に内燃機関の排気量が大きいとともに，

運輸部門で大きな輸送分担率を担っていることから，主として化石燃料を基にした

エネルギーの消費が大きい．また，単位重量・距離あたりの輸送に必要なエネルギ

ー消費量の点で，他の交通モード（貨物鉄道，内航海運，国内航空）と比較すると，

国内航空よりは圧倒的に少ない（1/6～1/7 程度）ものの，貨物鉄道の約 8 倍，内航

海運の約 6 倍とエネルギー消費量の大きな交通モードであり[1]，多くのエネルギー

を消費しているといえる． 

 

（５）景観への悪影響 

PIARC の報告書[1]では，大型貨物車は都市部においてその大きさ故に視覚的な障

害となり，景観を阻害することがあるとしている．特にその課題の原因として，都

市部で大型貨物車の長時間駐車を受け入れる施設が十分に存在しておらず，住宅地

区等に大型貨物車が駐車されることで住民の嫌悪の対象となっているとしている．  

 

（６）インフラの損傷 

２．１で述べたとおり，乗用車等と比較して重量が大きい大型貨物車は，道路施

設の損傷に大きな影響を与えているとされ[5][6]，40t の大型貨物車の場合，乗用車

の約 16 万倍の損傷をインフラに与えるとの報告もある[1]．舗装構造や橋梁部材等

は，設計荷重をもとに設計・施工されているが，大型貨物車の中には，一般的制限

値（表１-３参照）を超過する軸重・総重量で走行している車両も少なくなく[7][8]，

国土交通省の試算では，0.3％の重量を違法に超過した大型車両（車両総重量 20t

を超える違反車両）が道路橋の劣化に与える影響は全交通の約 9 割とされている[9]．  
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７．２ 期待される社会便益 

第３章では，大型貨物車交通の効率化と，道路施設の保全を同時に実現していく

ための ITS を用いた大型貨物車交通マネジメントについて，関係主体の意思決定に

与える影響要因を踏まえながら提案を行った．提案内容の概要を図 7-1 に示す． 

以下に，第３章で提案した ITS を用いた大型貨物車交通マネジメントが実現・普

及した場合に，大型貨物車交通により生じている社会的な外部費用にどのように影

響を与えるのか，どのような社会便益が期待されるのかについて考察する． 

 

 

 

図 7-1 ITS を用いた大型貨物車交通マネジメントの概要（図 3-3 再掲） 

ETC2.0を用いた走行状況モニタリング

（プローブ・WIM情報収集，許可遵守・違反状況判定）

モニタリング（車載器装着）を条件とした

特車通行許可制度における簡素化

違法車両の取締り強化

車両運行の効率化

通行の適正化

モニタリングデータに基づく

アクセス道路・物流施設等の

評価，整備・改良計画立案

モニタリングデータに基づく大型貨物車

交通の通行経路・時間帯等を踏まえた

取り締まり計画立案

選択可能経路の増大 許可申請

手続きの抑制

取り締まり

対象の限定

WIMの更新

・増設

道路管理者間

データ共有

各事業者に対する個別

車両のモニタリングデータ

（プローブ情報）提供

許可情報の電子

データによる提供

ＩＴＳによる取り組み
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７．２．１ 輸送事業者の行動変容による影響 

ITS を用いた大型貨物車交通マネジメントが実施された場合，輸送事業者は，従

来よりも大型貨物車マネジメントのルール，すなわち我が国における特殊車両通行

許可制度において定められている一般的制限値や通行経路を遵守して貨物車を運

行させる割合が高くなると期待される．その理由としては，車載器を搭載し，モニ

タリングを常時受けて遵法走行することを条件として，許可申請手続きにかかる費

用が抑制されることとともに，取り締まり基地における検査対象から除外される，

あるいは少なくともこれまでよりも検査を受ける確率が低下し，運行時間が短縮さ

れることが挙げられる．また，あわせて，許可経路上において事故等による交通混

雑が生じている場合において，これまでは許可を取得している予定経路しか走行で

きなかった車両が，簡素化制度の下で，他の経路へ迂回することが可能となり，車

両およびドライバーが有効活用できること，輸送の定時性の向上が見込まれること

が挙げられる．輸送事業者が大型貨物車マネジメントのルールを遵守する割合が高

くなり，大型貨物車交通の適正化が図られると，環境への悪影響，交通安全上の問

題，インフラの損傷といった外部費用について，大型貨物車がこれまで定められた

通行経路を走行しないことから生じていた部分が減少することが見込まれる．すな

わち，大型貨物車が走行することが望ましくない住居地区内や教育施設周辺等にお

ける大型貨物車交通が，より適切な道路へと転換することで，これまで生じていた，

大気汚染物質の排出や騒音，交通安全上の問題が減少することが期待される．また，

規格が低く，重量の大きな大型貨物車交通により比較的大きな損傷が生じる構造物

を含む路線・道路区間から，規格の高い路線・道路区間へと，大型貨物車交通が転

換することで，道路管理者負担という形で社会費用となっている，道路施設の維持

管理・更新費用の低減が期待される． 

輸送事業者は，特殊車両通行許可制度の簡素化の対象となるべく ETC2.0 車載器

を運行車両に装着すると，副次的な ITS サービスを享受することができるようにな

る．すなわち，同一の車載器において，ETC2.0 サービスを無料で利用することが

可能であり，ETC（自動料金収受）サービスは言うまでもなく，協調 ITS サービス

の一環として，図１-３で示したような，高速道路上等における安全運転支援サービ

スや渋滞回避支援サービスを利用することが可能となる．これらのサービスにより，

ETC2.0 車載器を装着した大型貨物車はこれまでよりも渋滞を回避できるようにな

り，それに伴い自らが生じさせている混雑の外部費用を減少させることが可能とな

るとともに，交通安全面でも向上が期待され，同様に外部費用を減少させることが

可能となる． 

さらに，田中ら[10]が取り組んでいるような，各事業者に対する個別のプローブ

情報の提供が可能となる仕組みが実現されると，これまで大規模なシステム投資が

できず，GPS デジタルタコグラフ等の車載器を用いた，リアルタイムの車両運行管
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理サービスや運行日報作成サービスを利用できていなかった中小輸送事業者にお

いても，安価に車両運行管理サービスや運行日報作成サービスを利用することが可

能となることが期待され，長期的にはデータに基づき各事業者の運行管理が効率

化・高度化され，渋滞時間帯における走行の回避や長期待機駐車の改善が期待され

る．また，個々の輸送事業者だけでなく，複数の輸送事業者，倉庫事業者，港湾等

の物流関係ターミナル管理者等が，共通のデータ形式・通信プラットフォームで大

型貨物車のプローブ情報を取得・共有することも可能になることから，施設への入

退出管理や大型貨物車の接近情報取得による，倉庫やコンテナターミナル等での荷

役準備作業による効率化・待機車両削減といった取り組みも実現可能であり，混雑

の緩和，環境への悪影響の緩和が期待される．さらに，共通のデータ形式で得られ

る大型貨物車のプローブ情報を，コンテナやパレット，ロールボックス・パレット

や個々のパッケージといった貨物の情報と，統合的に活用することで，共同配送事

業等の促進や，サプライチェーン全体で，トラッキング・トレーシングをはじめと

する貨物管理の高度化を促進することが可能となり，生産・輸送・消費にわたる全

体効率化を図ることも期待される．このような取り組みは輸送自体の総量を減らし，

その結果として大型貨物車交通による各種の外部費用を減少させることが期待さ

れる． 

許可情報の電子データによる提供[11]は，ドライバーに対して適切な走行経路情

報を適切なタイミングで提供することで，誤って許可経路から外れて走行すること

を予防することで，環境への悪影響の緩和やインフラの損傷の面で外部費用を減少

させることを可能とする．加えて，輸送事業者が電子データを用いて最適な運行計

画を立案することも可能になると見込まれることから，長期的には，渋滞の緩和や

環境への悪影響の緩和が図られることが期待される． 

 

７．２．２ 道路管理者の行動変容による影響 

ITS を用いた大型貨物車交通マネジメントの実施により，道路管理者は，モニタ

リングを受ける大型貨物車に対し常時走行状況把握および違反判定を行うととも

に，WIM の更新・増設，道路管理者間のデータ共有，車載器を搭載し優遇措置を受

ける大型貨物車を取り締まり基地における検査対象から除外すること等による，違

反車両への取締りの集中・強化を図ることが期待される．これにより，特に重量の

面で大型貨物車の通行の適正化が図られ，インフラの損傷において生じている外部

費用を減少させることが可能となる． 

ETC2.0 車載器を装着し，大型貨物車交通マネジメントの優遇措置を受ける被モ

ニタリング大型貨物車の数が増大すると，収集されるモニタリングデータ量も増大

し，様々な分析が可能になると期待される．アクセス道路や物流施設等の評価や整
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備・改良計画立案も，数年に一度行われる大規模な交通調査の結果や，期間や範囲

が限定された個別の交通調査の結果ではなく，365 日 24 時間収集される大型貨物車

の交通データを基に行うことが可能となる．したがって，道路管理者は，実際に大

型貨物車が迂回を強いられている交差点や道路区間といった支障箇所・区間，高速

道路に IC を追加することが望ましい箇所・区間，市街地中心を大型貨物車の主要

な通行経路が貫通しているような箇所等を，モニタリングデータを基に推定・抽出

し，集中的に対策を行うことが可能となる．データに基づく的確な道路施設等の改

良により，優遇措置を受けない貨物車も含めて運行の効率化が期待され，貨物車全

体により生じている混雑や大気汚染物質の排出といった環境への悪影響における

外部費用を抑制することが可能になる． 

また，大型貨物車の発着地も明らかにすることが可能となり，特に目的地で駐

車・待機を強いられている地域・地区，あるいは多くの大型貨物車が休憩を取って

いる地点や，逆に適切な間隔で休憩を取らず長時間連続運転を行っている路線等を，

ETC2.0 データを基に明らかにすることも可能となる．これらのデータを基に，大

型貨物車専用の駐車施設・休憩施設，さらにそれらの予約システム等を適切に計

画・整備することで，大型貨物車の駐車マネジメントを効果的に実施することも可

能になると考えられる．適切に大型貨物車の駐車マネジメントを実施することで，

特に物流施設近辺での待機駐車により発生している渋滞や騒音・振動の緩和，景観

への悪影響といった外部費用を低下させることが期待される． 

 

７．２．３ 導入が期待されるその他のマネジメントと社会便益 

第３章で提案した，ITS を用いる大型貨物車交通マネジメントに参加する大型貨

物車が増加する，すなわち ETC2.0 車載器を装着する大型貨物車の台数が増加する

ことにより，さらに別の大型貨物車交通マネジメントを新たに導入する状況が整う

ことが期待される． 

たとえば，今後１～２年で概成する環状道路を含む，我が国都市圏の道路ネット

ワークにおいて，高速道路等の高規格道路と一般道を合わせた，面的な道路交通マ

ネジメントを行う上で，特に大型貨物車に対して，全体最適につながるように一定

の経路へ誘導を行うマネジメントを導入することが考えられる．具体的には，地域

の道路交通マネジメントセンターにおいて，過去の統計的道路交通データや，リア

ルタイム道路交通データを基に，地域内で見込まれる交通混雑を緩和するために，

大型貨物車交通をシフトすることが望ましい路線およびその量を推計した上で，

ETC2.0 サービス等を用いて，大型貨物車への経路転換の誘導情報提供を行うこと

が考えられる．さらに誘導情報提供にあわせ，ETC2.0 プローブ情報を用いて，都

心部通過交通に対する道路料金の割り増しや，実際に誘導情報にしたがって経路転
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換を行った大型貨物車に対し，道路利用料金の割引やマイレージポイントの付与を

行うインセンティブを与えることも可能であり，整備した環状道路，高規格道路を

一般道と合わせて面的に最大限活用することで，渋滞の緩和，エネルギー消費の低

減などが図られると考えられる． 

都市中心域等の一定区域内へのアクセス・マネジメントについても，ETC2.0 を

用いることで，地理的範囲，時間帯等についての柔軟な設定が可能なマネジメント

を実施することができるようになると考えられる．一般に，路側機を用いてプロー

ブ情報を収集する観点からは，常に区域内に留まる車両のプローブ情報は収集でき

ず，エリアや時間帯等に応じたアクセス・マネジメントには不向きともいえるが，

一般乗用車とは異なり，大型貨物車は常に一定区域内に留まることは少なく，プロ

ーブ情報収集が可能な路側機の設置された高速道路や直轄国道を使用して長距離

移動を行う車両が大部分と考えられることから，アクセス・マネジメントも実施可

能と期待され，混雑時間帯における都市内の渋滞，環境への悪影響の緩和や，景観

への悪影響の減少が可能と考えられる． 

大規模な地震，水害，積雪等の自然災害発生時においては，点検作業により被災

状況を確認し，緊急車両および緊急支援物資輸送用の貨物車が通行可能な道路をい

ち早く把握する必要があるが，広域かつ甚大な自然災害の場合には，その実施は困

難を伴う．大型貨物車に搭載された ETC2.0 車載器から収集されるプローブ情報は，

道路管理者が，このような広域的自然災害発生時においても大型貨物車が通行可能

な路線に関する情報を，迅速に確認することにも活用可能と考えられ[12]，点検作

業や啓開・除雪作業等の適切な優先順位判断の支援，さらには緊急支援物資の輸送

計画立案や，貨物車の走行実態評価による随時の計画見直し等の実施を通して，自

然災害による被害を軽減することにも寄与しうると考えられる． 
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第８章 まとめと今後の課題 

８．１ 得られた知見 

本研究では，大型貨物車交通マネジメントに関し，我が国における現状の取り組

み，ITS の研究開発・導入状況，海外での導入事例調査結果，既往の研究を整理し

た上で，ITS を用いた大型貨物車交通マネジメントを提案し，その実現に向けた課

題のいくつかについて，実験データ等を用いた分析・検証を行った．また，提案し

た ITSを用いた大型貨物車交通マネジメントにより期待される社会便益について考

察を行った． 

本研究により得られた主な知見を以下に挙げる． 

 

・海外における ITS を用いた大型貨物車交通マネジメントの導入事例や，既往の

研究成果を踏まえ，関係主体の意思決定要因を考慮しながら，ITS（路側機と

の狭域路車間無線通信を用いて車載器から収集するプローブ情報と，自動重量

計測装置（WIM）による重量計測結果等を活用する技術・システム）を用いて

走行状況のモニタリングを受ける車両に対して，特殊車両通行許可に関する優

遇措置を設ける大型貨物車交通マネジメントを提案するとともに，その実現に

向けた課題を明らかにした． 

 

・提案した大型貨物車交通マネジメントの実現に向けた課題の一つである，プロ

ーブ情報収集路側機の整備水準の検証を行う際，実際の特殊車両通行許可デー

タを用いることで，大型貨物車の走行経路の特性を考慮した形で，路側機の整

備状況に応じたプローブ情報による通行経路把握可能区間の割合を明らかに

した．具体的には，現状の路側機整備水準では，通行経路把握水準は 54％程度

であること，設置間隔等に一定の条件を設け，直轄国道上にプローブ情報収集

路側機を追加配置する場合には，900 箇所に追加配置した段階で，最大限（1,259

箇所）追加配置した場合の効果の 95%程度が発現し，さらに路側機を追加配置

することによる，通行経路の把握水準の増加はわずかであることを明らかにし

た． 

 

・提案した大型貨物車交通マネジメントの実現に向けた課題の一つである，収集

したプローブ情報を現行の特殊車両通行許可で用いられているデータと調和

した形式で処理し，推定される走行経路を生成する方法および許可経路と照
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合・違反判定する方法について，実験車両の走行により得た実際の ETC2.0 プ

ローブ情報を用いて，比較・分析を行い，課題を明らかにした．具体的には，

推定走行経路の作成方法については，マップマッチングを行うデジタル道路地

図のリンク長や，誤ってマップマッチングを行う可能性のある経路に多くの照

合対象が存在するか否か等の条件に応じて，適した方法が異なること，照合の

ために用いた特車 DRM が実際の道路線形と異なる形で簡素化されていること

に起因する課題があることを明らかにした．また，違反判定方法については，

違反走行を正しく検出・判定できる割合を表す違反走行抽出率が約 90％，検

出・違反判定した結果が正しい割合を表す判定正解率も約 90％の，違反判定処

理方法があることを，実験車両により収集した ETC2.0 プローブを用いて明ら

かにした． 

 

８．２ 今後の課題 

８．２．１ ITS を用いた大型貨物車交通マネジメントの検証・効果試算 

第４章～第６章においては，第３章で提案した大型貨物車交通マネジメントの実

現に向け，特に経路把握の観点から必要な路側機整備水準や，推定走行経路の生成

方法，違反判定方法について複数の手法を比較する分析を行った． 

第４章の分析は特殊車両通行許可データを用いたものであり，４．１でも述べた

とおり，実際の大型貨物車交通のデータに基づく分析ではない．したがって，経路

把握可能道路率について，既存の高速道路上に配置されている路側機，および直轄

国道上に実際に整備された路側機から収集される ETC2.0 プローブ情報を用いて，

経路把握可能道路率を算出し，本研究の算出結果と比較・検証を行うことが必要と

考えられる．その際には，大型貨物車の利用する道路が一般車とは異なることを踏

まえ，日常運行を行う大型貨物車に ETC2.0 車載器を装着し，プローブ情報収集を

行うとともに，車載器装着大型貨物車の，大型貨物車全体に占める割合なども考慮

して経路把握可能道路率を算出する方法を明らかにする必要がある． 

また，通行経路把握水準を高める方法としては，路側機の追加配置に加え，車載

器側で蓄積可能なプローブ情報量を増加させるアプローチも考えられる．一方で，

新たに，車載型重量計の計測結果等を路車間通信により路側機で収集する仕組みを

導入するためには，蓄積・アップリンク可能なプローブ情報（走行履歴情報）の容

量を減少させる必要性についても検討が必要となる．したがって，車載器に蓄積す

るプローブ情報の容量の増減によって，通行経路把握水準がどのような影響を受け

るのかについての検証も必要である． 

第５章，第６章では，実験車両を用いて収集した ETC2.0 プローブ情報を用いて

推定走行経路の生成方法および違反判定方法の比較分析を行い，一定水準で
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ETC2.0 プローブ情報による推定走行経路の生成および違反判定が可能であること

が明らかにした．しかし，分析対象とした実験車両の走行経路は，我が国において

大型貨物車が走行する経路を代表するものではなく，また，データ数も小規模なも

のである．したがって，今後，実際に日常運行する大型貨物車のプローブ情報を，

十分大きな規模で収集し，推定走行経路を生成するとともに，運行記録等から実走

行経路を明らかにし，照合する実証実験を行うことで本研究における分析の追加検

証を行うことが必要と考える．また，違反判定方法についても，同様に規模を拡大

した追加検証を行う必要がある． 

第４章～第６章の分析では，特に走行経路に対象を限定して第３章で提案した大

型貨物車交通マネジメントの実現に向けた分析を行ったが，今後は WIM により計

測した重量計測データを統合した上で，通行経路把握水準や推定走行経路の生成方

法等の検証を行う必要がある．その際には，現状の WIM 整備水準での把握水準に

加え，WIM 設置箇所を増加させた場合の把握水準の分析，増設する場合の効果的な

設置箇所の分析等が必要である． 

第７章では，ITS を用いた大型貨物車交通マネジメントの実施により期待される

社会便益について考察したが，実際に制度導入を行った場合の，輸送事業者におけ

る費用低減，大型貨物車交通の通行適正化，道路管理者における許可事務の効率化，

違反車両取り締まりの効率化等について，計測・算出する方法について研究すると

ともに，制度導入時には，ヒアリング調査や WIM 設置地点における収集データ等

を元に，マネジメント導入効果の検証を行うことが必要である． 

 

８．２．２ 提案の拡張 

本研究では，第３章において，ITS の普及・展開状況を踏まえながら，従来の我

が国における大型貨物車交通マネジメントである特殊車両通行許可制度を基本に，

ITS を用いた新たな大型貨物車交通マネジメントについて提案を行った．具体的に

は，ETC2.0 車載器を装着し，常時モニタリングを受ける大型貨物車に対して，許

可制度の簡素化を図るとともに，取り締まり基地における引き込み検査を，車載器

を装着しない大型貨物車へ集中化することにより，輸送事業者，道路管理者双方の

意思決定に働きかけ，大型貨物車による輸送の効率化と道路施設の保全のための通

行適正化を図る大型貨物車交通マネジメントの提案を行った． 

しかしながら，情報通信技術の高度化および低コスト化は急速に進んでおり，活

用する ITS についてもさらに拡張を検討することが課題といえる．たとえば，海外

の事例に見られるように ，携帯回線網を用いたテレマティクスによる常時モニタ

リングを，本研究で提案した大型貨物車マネジメントにも取り込んでいく方法が考

えられる．テレマティクスを用いた貨物車の走行中の情報収集は，リアルタイム性
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の高い車両運行管理，包括的な運行記録の作成等の各種サービスを可能とし，輸送

事業者のメリットが高い一方で，専用通信が用いられないことから，規制当局側で

は，車載器改造，データ改ざん等の防止が難しいといえる．そこで，テレマティク

スで得られるデータを活用しつつ，チェックポイント等で路側機でもプローブ情報

を収集し，その内容を確認・照合することで不正防止を図ることが有効と考えられ

る．車載型の重量計測装置についても同様のことがいえるため，将来的には，本研

究で提案した路側機で収集するプローブ情報と WIM における重量計測結果を用い

た仕組みを，テレマティクスを用いて収集し，輸送事業者あるいはサービス事業者

から規制当局へ申告される，連続的なプローブ情報（走行位置情報）と車載型の重

量計測装置により計測される車両の重量情報を，部分的にチェック・検証する仕組

みとすることで，大型貨物車交通の，全ての時間・地域にわたるモニタリングが可

能となるマネジメントへと拡張するための検討を行うことが課題である．なお，こ

の場合には，輸送事業者側において追加投資が必要と考えられるため，導入・普及

に向けて，道路施設の設計値および損傷度を踏まえながら，一定の道路ネットワー

クについては，重量制限値を緩和するような検討もあわせて実施することが必要と

考えられる． 

また，７．２．３で述べたようなアクセス・マネジメント，自然災害時の意思決

定支援の仕組みについて，実現に向けて，本研究で提案した大型貨物車交通マネジ

メントの仕組みをどのように拡張していけばよいのか検討を行うことが課題であ

る． 

 

８．２．３ データ活用にあたっての検討 

本研究で提案する大型貨物車交通マネジメントを実現することにより，これまで

トラフィックカウンターや，WIM の設置位置でのみ確認することができていた大型

貨物車の走行量，実重量について，ETC2.0 プローブ情報と統合した，路線・区間

毎の線的な実態推定情報が入手可能となる．このデータはあくまでも ETC2.0 車載

器を装着した大型貨物車の交通データであるため，大型貨物車の車両重量別の OD

分析，利用道路の分析，駐停車・休憩状況の分析，橋梁等道路施設への等価軸数換

算交通量分析等を実施する際には，大型貨物車全体への適切な拡大・集計処理を行

うことが必要であり，その方法について検討・検証を行うことが課題となる．また，

各種の分析を実施する上で，必要となる ETC2.0 車載器の普及率の水準を明らかに

することも課題である． 
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