
 
 

ＥＴＣシステム利用規程実施細則 新旧対照表 

旧（R5.3.27 適用） 改正案（R5.4.1 適用） 

第１条～第４条 （略） 

 

（その他の事項） 

第５条 次表の左欄に掲げるＥＴＣシステム取扱道路管理者が管理する有料道路において、同表中欄に掲げる場合は、同表右欄に定め

る取扱い方法を適用するものとします。 

ＥＴＣシステム取扱道路管理者の名

称 
場合 取扱い方法         

東日本高速道路株式会社 

首都高速道路株式会社 

中日本高速道路株式会社 

西日本高速道路株式会社 

阪神高速道路株式会社 

本州四国連絡高速道路株式会社 

京都府道路公社 

兵庫県道路公社 

宮城県道路公社 

大阪府道路公社 

神戸市道路公社 

愛知県道路公社 

栃木県道路公社 

広島高速道路公社 

福岡県道路公社 

長崎県道路公社 

鹿児島県道路公社 

滋賀県道路公社 

名古屋高速道路公社 

車載器に路線バスとしてセットアッ

プした自動車を路線バス以外の用途

で使用する場合又は車載器に路線バ

ス以外の自動車としてセットアップ

した自動車を路線バスの用途で使用

する場合 

車載器にＥＴＣカードを挿入することなく、一般

車線又は一般混在車線を通行し、通行券を発券す

る料金所では通行券を受け取り、通行料金の請求

を受ける料金所では、いったん停車して係員にＥ

ＴＣカードを手渡す又は開閉棒の開閉にかかわ

らず、開閉棒の手前で停車して係員に申し出てく

ださい。また、サポート車線又はサポート混在車

線を通行する場合は、通行券を発券する料金所で

は通行券を受け取り、通行料金の請求又は通行料

金の確定に必要な確認を受ける料金所で は、開

閉棒の開閉にかかわらず、開閉棒の手前で停車し

て係員に申し出てください。ただし、スマートＩ

Ｃから流入しスマートＩＣ以外の出口料金所及

び検札料金所を利用する場合は、一般車線又は一

般混在車線を通行し、いったん停車して係員にＥ

ＴＣカードを手渡す又は開閉棒の開閉にかかわ

らず、開閉棒の手前で停車して係員に申し出て、

スマートＩＣの出口料金所を利用する場合は、開

閉棒の開閉にかかわらず、開閉棒の手前で停車し

て係員に申し出てください。 

東日本高速道路株式会社 

首都高速道路株式会社 

中日本高速道路株式会社 

西日本高速道路株式会社 

阪神高速道路株式会社 

本州四国連絡高速道路株式会社 

京都府道路公社 

兵庫県道路公社 

宮城県道路公社 

大阪府道路公社 

神戸市道路公社 

愛知県道路公社 

栃木県道路公社 

広島高速道路公社 

福岡県道路公社 

長崎県道路公社 

鹿児島県道路公社 

滋賀県道路公社 

名古屋高速道路公社 

 

車軸数が４の自動車で車両制限令（昭

和36年政令第265号）第３条第１項

に定める限度以下のものが道路法（昭

和27年法律第180号）第47条の２第

１項に定める許可を受けて通行する

場合 

セットアップを行う際に申し出されていない場

合は、通行料金の請求を受ける料金所で一般車線

又は一般混在車線を通行し、いったん停車して係

員にＥＴＣカードを手渡す又は開閉棒の開閉に

かかわらず、開閉棒の手前で停車して係員に申し

出てください。ただし、通行料金の請求又は通行

料金の確定に必要な確認を受ける料金所でスマ

ートＩＣの車線、サポート車線又はサポート混在

車線を利用する場合は、開閉棒の開閉にかかわら

ず、開閉棒の手前で停車して係員に申し出てくだ

さい。 

東日本高速道路株式会社 車軸数が２以上の自動車であって隣 セットアップを行う際に申し出されていない場

第１条～第４条 （略） 

 

（その他の事項） 

第５条 次表の左欄に掲げるＥＴＣシステム取扱道路管理者が管理する有料道路において、同表中欄に掲げる場合は、同表右欄に定める取扱い方法

を適用するものとします。 

ＥＴＣシステム取扱道路管理者

の名称 
場合 取扱い方法 

東日本高速道路株式会社 

首都高速道路株式会社 

中日本高速道路株式会社 

西日本高速道路株式会社 

阪神高速道路株式会社 

本州四国連絡高速道路株式会社 

京都府道路公社 

兵庫県道路公社 

宮城県道路公社 

大阪府道路公社 

神戸市道路公社 

愛知県道路公社 

栃木県道路公社 

広島高速道路公社 

福岡県道路公社 

長崎県道路公社 

鹿児島県道路公社 

滋賀県道路公社 

名古屋高速道路公社 

車載器に路線バスとしてセットアップ

した自動車を路線バス以外の用途で使

用する場合又は車載器に路線バス以外

の自動車としてセットアップした自動

車を路線バスの用途で使用する場合 

車載器にＥＴＣカードを挿入することなく、一

般車線又は一般混在車線を通行し、通行券を発

券する料金所では通行券を受け取り、通行料金

の請求を受ける料金所では、いったん停車して

係員にＥＴＣカードを手渡す又は開閉棒の開閉

にかかわらず、開閉棒の手前で停車して係員に

申し出てください。また、サポート車線又はサ

ポート混在車線を通行する場合は、通行券を発

券する料金所では通行券を受け取り、通行料金

の請求又は通行料金の確定に必要な確認を受け

る料金所で は、開閉棒の開閉にかかわらず、開

閉棒の手前で停車して係員に申し出てくださ

い。ただし、スマートＩＣから流入しスマート

ＩＣ以外の出口料金所及び検札料金所を利用す

る場合は、一般車線又は一般混在車線を通行し、

いったん停車して係員にＥＴＣカードを手渡す

又は開閉棒の開閉にかかわらず、開閉棒の手前

で停車して係員に申し出て、スマートＩＣの出

口料金所を利用する場合は、開閉棒の開閉にか

かわらず、開閉棒の手前で停車して係員に申し

出てください。 

東日本高速道路株式会社 

首都高速道路株式会社 

中日本高速道路株式会社 

西日本高速道路株式会社 

阪神高速道路株式会社 

本州四国連絡高速道路株式会社 

京都府道路公社 

兵庫県道路公社 

宮城県道路公社 

大阪府道路公社 

神戸市道路公社 

愛知県道路公社 

栃木県道路公社 

広島高速道路公社 

福岡県道路公社 

長崎県道路公社 

鹿児島県道路公社 

滋賀県道路公社 

名古屋高速道路公社 

車軸数が４の自動車で車両制限令（昭

和36年政令第265号）第３条第１項に

定める限度以下のものが道路法（昭和

27年法律第180号）第47条の２第１項

に定める許可を受けて通行する場合 

セットアップを行う際に申し出されていない場

合は、通行料金の請求を受ける料金所で一般車

線又は一般混在車線を通行し、いったん停車し

て係員にＥＴＣカードを手渡す又は開閉棒の開

閉にかかわらず、開閉棒の手前で停車して係員

に申し出てください。ただし、通行料金の請求

又は通行料金の確定に必要な確認を受ける料金

所でスマートＩＣの車線、サポート車線又はサ

ポート混在車線を利用する場合は、開閉棒の開

閉にかかわらず、開閉棒の手前で停車して係員

に申し出てください。 

東日本高速道路株式会社 車軸数が２以上の自動車であって隣接 セットアップを行う際に申し出されていない場



 
 

首都高速道路株式会社 

中日本高速道路株式会社 

西日本高速道路株式会社 

阪神高速道路株式会社 

本州四国連絡高速道路株式会社 

京都府道路公社 

兵庫県道路公社 

宮城県道路公社 

大阪府道路公社 

愛知県道路公社 

栃木県道路公社 

広島高速道路公社 

福岡県道路公社 

長崎県道路公社 

鹿児島県道路公社 

滋賀県道路公社 

名古屋高速道路公社 

接するいずれかの車軸間距離が１．０

メートル未満のものが通行する場合 

合及び該当する自動車が被けん引自動車の場合

は、通行料金の請求を受ける料金所で一般車線又

は一般混在車線を通行し、いったん停車して係員

にＥＴＣカードを手渡す又は開閉棒の開閉にか

かわらず、開閉棒の手前で停車して係員に申し出

てください。ただし、通行料金の請求又は通行料

金の確定に必要な確認を受ける料金所でスマー

トＩＣの車線、サポート車線又はサポート混在車

線を利用する場合は、開閉棒の開閉にかかわら

ず、開閉棒の手前で停車して係員に申し出てくだ

さい。 

東日本高速道路株式会社 

中日本高速道路株式会社 

西日本高速道路株式会社 

本州四国連絡高速道路株式会社 

京都府道路公社 

兵庫県道路公社 

宮城県道路公社 

愛知県道路公社 

広島高速道路公社 

福岡県道路公社 

入口料金所でＥＴＣシステムを利用

して通行した自動車が事故及び故障

等により通行できなくなり、出口料金

所及び検札料金所をけん引された状

態で流出する場合 

出口料金所及び検札料金所で一般車線又は一般

混在車線を通行し、いったん停車して係員にＥＴ

Ｃカードを手渡す又は開閉棒の開閉にかかわら

ず、開閉棒の手前で停車して係員に申し出てくだ

さい。ただし、出口料金所でスマートＩＣの車線、

サポート車線又はサポート混在車線を利用する

場合は、開閉棒の開閉にかかわらず、開閉棒の手

前で停車して係員に申し出てください。 

首都高速道路株式会社 

阪神高速道路株式会社 

 

乗継制度（有料道路を利用する自動車

が、指定した出口から有料道路外へい

ったん出たのち、再度指定した入口か

ら進入し、引き続き当該有料道路を利

用する場合にこれを１回の通行とみ

なす制度をいいます。）の適用を受け

ようとする場合 

有料道路への進入から乗継出口、乗継入口、有料

道路からの退出まで同一の車載器に同一のＥＴ

Ｃカードを挿入して通行してください。 

名古屋高速道路公社 

福岡北九州高速道路公社 

乗継制度の適用を受けようとする場

合 

入口料金所から乗継出口を経由して乗継料金所

まで同一の車載器に同一のＥＴＣカードを挿入

して通行してください。 

福岡北九州高速道路公社 車軸数が２のセミ・トレーラー用トラ

クタで被けん引自動車を連結してい

ないものが通行する場合 

通行料金の請求を受ける料金所で一般車線又は

一般混在車線を通行し、いったん停車して係員に

ＥＴＣカードを手渡してください。 

東日本高速道路株式会社 

首都高速道路株式会社 

中日本高速道路株式会社 

西日本高速道路株式会社 

阪神高速道路株式会社 

名古屋高速道路公社 

福岡北九州高速道路公社 

広島高速道路公社 

特定の区間・経路を通行した場合に対

象となる通行料金や割引制度の適用

を受けようとする場合 

当該特定の区間・経路の利用開始から利用終了ま

で同一の車載器に同一のＥＴＣカードを挿入し

て通行してください。 

栃木県道路公社 

名古屋高速道路公社 

広島高速道路公社 

障害者割引に登録したＥＴＣカード

及び自動車で被けん引自動車を連結

して通行する場合 

通行料金の請求を受ける料金所で一般車線又は

一般混在車線を通行し、いったん停車して係員に

ＥＴＣカードを手渡してください。 

首都高速道路株式会社 

中日本高速道路株式会社 

西日本高速道路株式会社 

阪神高速道路株式会社 

本州四国連絡高速道路株式会社 

京都府道路公社 

兵庫県道路公社 

宮城県道路公社 

大阪府道路公社 

愛知県道路公社 

栃木県道路公社 

広島高速道路公社 

福岡県道路公社 

長崎県道路公社 

鹿児島県道路公社 

滋賀県道路公社 

名古屋高速道路公社 

するいずれかの車軸間距離が１．０メ

ートル未満のものが通行する場合 

合及び該当する自動車が被けん引自動車の場合

は、通行料金の請求を受ける料金所で一般車線

又は一般混在車線を通行し、いったん停車して

係員にＥＴＣカードを手渡す又は開閉棒の開閉

にかかわらず、開閉棒の手前で停車して係員に

申し出てください。ただし、通行料金の請求又

は通行料金の確定に必要な確認を受ける料金所

でスマートＩＣの車線、サポート車線又はサポ

ート混在車線を利用する場合は、開閉棒の開閉

にかかわらず、開閉棒の手前で停車して係員に

申し出てください。 

東日本高速道路株式会社 

中日本高速道路株式会社 

西日本高速道路株式会社 

本州四国連絡高速道路株式会社 

京都府道路公社 

兵庫県道路公社 

宮城県道路公社 

愛知県道路公社 

広島高速道路公社 

福岡県道路公社 

入口料金所でＥＴＣシステムを利用し

て通行した自動車が事故及び故障等に

より通行できなくなり、出口料金所及

び検札料金所をけん引された状態で流

出する場合 

出口料金所及び検札料金所で一般車線又は一般

混在車線を通行し、いったん停車して係員にＥ

ＴＣカードを手渡す又は開閉棒の開閉にかかわ

らず、開閉棒の手前で停車して係員に申し出て

ください。ただし、出口料金所でスマートＩＣ

の車線、サポート車線又はサポート混在車線を

利用する場合は、開閉棒の開閉にかかわらず、

開閉棒の手前で停車して係員に申し出てくださ

い。 

首都高速道路株式会社 

阪神高速道路株式会社 

 

乗継制度（有料道路を利用する自動車

が、指定した出口から有料道路外へい

ったん出たのち、再度指定した入口か

ら進入し、引き続き当該有料道路を利

用する場合にこれを１回の通行とみな

す制度をいいます。）の適用を受けよう

とする場合 

有料道路への進入から乗継出口、乗継入口、有

料道路からの退出まで同一の車載器に同一のＥ

ＴＣカードを挿入して通行してください。 

名古屋高速道路公社 

福岡北九州高速道路公社 

乗継制度の適用を受けようとする場合 入口料金所から乗継出口を経由して乗継料金所

まで同一の車載器に同一のＥＴＣカードを挿入

して通行してください。 

福岡北九州高速道路公社 車軸数が２のセミ・トレーラー用トラ

クタで被けん引自動車を連結していな

いものが通行する場合 

通行料金の請求を受ける料金所で一般車線又は

一般混在車線を通行し、いったん停車して係員

にＥＴＣカードを手渡してください。 

東日本高速道路株式会社 

首都高速道路株式会社 

中日本高速道路株式会社 

西日本高速道路株式会社 

阪神高速道路株式会社 

名古屋高速道路公社 

福岡北九州高速道路公社 

広島高速道路公社 

特定の区間・経路を通行した場合に対

象となる通行料金や割引制度の適用を

受けようとする場合 

当該特定の区間・経路の利用開始から利用終了

まで同一の車載器に同一のＥＴＣカードを挿入

して通行してください。 

栃木県道路公社 

名古屋高速道路公社 

広島高速道路公社 

障害者割引に登録したＥＴＣカード及

び自動車で被けん引自動車を連結して

通行する場合 

通行料金の請求を受ける料金所で一般車線又は

一般混在車線を通行し、いったん停車して係員

にＥＴＣカードを手渡してください。 



 
 

福岡北九州高速道路公社 

福岡県道路公社 

鹿児島県道路公社 

滋賀県道路公社 

東日本高速道路株式会社 

中日本高速道路株式会社 

西日本高速道路株式会社 

本州四国連絡高速道路株式会社 

京都府道路公社 

兵庫県道路公社 

宮城県道路公社 

愛知県道路公社 

広島高速道路公社 

福岡県道路公社 

入口料金所でＥＴＣシステムを利用

して通行した自動車が、インターチェ

ンジ等の間で、被けん引自動車との連

結等により料金車種区分が変更され

た状態で出口料金所及び検札料金所

を通行する場合 

出口料金所及び検札料金所で一般車線又は一般

混在車線を通行し、いったん停車して係員にＥＴ

Ｃカードを手渡す又は開閉棒の開閉にかかわら

ず、開閉棒の手前で停車して係員に申し出てくだ

さい。ただし、出口料金所でスマートＩＣの車線、

サポート車線又はサポート混在車線を利用する

場合は、開閉棒の開閉にかかわらず、開閉棒の手

前で停車して係員に申し出てください。 

東日本高速道路株式会社 

中日本高速道路株式会社 

西日本高速道路株式会社 

本州四国連絡高速道路株式会社 

けん引自動車がスマートＩＣを通行

する場合 

スマートＩＣから流入し、スマートＩＣ以外の出

口料金所及び検札料金所を利用する場合は、一般

車線又は一般混在車線を通行し、いったん停車し

て係員にＥＴＣカードを手渡す又は開閉棒の開

閉にかかわらず、開閉棒の手前で停車して係員に

申し出てください。スマートＩＣから流入し、ス

マートＩＣの車線、サポート車線又はサポート混

在車線の出口料金所を利用する場合は、開閉棒の

開閉にかかわらず、開閉棒の手前で停車して係員

に申し出てください。 

東日本高速道路株式会社 

中日本高速道路株式会社 

右欄対象料金所の一旦停止を要する

ＥＴＣ車線を通行する場合 

対象料金所 

(東日本高速道路株式会社) 

道央自動車道 森料金所 

 

(中日本高速道路株式会社) 

中部縦貫自動車道（安房峠道路）平湯料金所 

 

通行に際しては、ＥＴＣシステム利用規程及び同

実施細則の規定に従い通行してください。 

阪神高速道路株式会社 右欄対象料金所の一旦停止を要する

ＥＴＣ車線を通行する場合 

 
 

 

対象料金所 

北神戸線 しあわせの村料金所 

 

当該料金所の車線には「一般」と表示しておりま

す。いったん停車して係員に申し出てください。 

 

 

東日本高速道路株式会社 

首都高速道路株式会社 

中日本高速道路株式会社 

西日本高速道路株式会社 

阪神高速道路株式会社 

本州四国連絡高速道路株式会社 

宮城県道路公社 

栃木県道路公社 

名古屋高速道路公社 

愛知県道路公社 

滋賀県道路公社 

側車付二輪自動車であって被けん引

自動車を連結して通行する場合 

通行料金の請求を受ける料金所で一般車線又は

一般混在車線を通行し、いったん停車して係員に

ＥＴＣカードを手渡す又は開閉棒の開閉にかか

わらず、開閉棒の手前で停車して係員に申し出て

ください。ただし、通行料金の請求又は通行料金

の確定に必要な確認を受ける料金所でスマート

ＩＣの車線、サポート車線又はサポート混在車線

を利用する場合は、開閉棒の開閉にかかわらず、

開閉棒の手前で停車して係員に申し出てくださ

い。 

福岡北九州高速道路公社 

福岡県道路公社 

鹿児島県道路公社 

滋賀県道路公社 

東日本高速道路株式会社 

中日本高速道路株式会社 

西日本高速道路株式会社 

本州四国連絡高速道路株式会社 

京都府道路公社 

兵庫県道路公社 

宮城県道路公社 

愛知県道路公社 

広島高速道路公社 

福岡県道路公社 

入口料金所でＥＴＣシステムを利用し

て通行した自動車が、インターチェン

ジ等の間で、被けん引自動車との連結

等により料金車種区分が変更された状

態で出口料金所及び検札料金所を通行

する場合 

出口料金所及び検札料金所で一般車線又は一般

混在車線を通行し、いったん停車して係員にＥ

ＴＣカードを手渡す又は開閉棒の開閉にかかわ

らず、開閉棒の手前で停車して係員に申し出て

ください。ただし、出口料金所でスマートＩＣ

の車線、サポート車線又はサポート混在車線を

利用する場合は、開閉棒の開閉にかかわらず、

開閉棒の手前で停車して係員に申し出てくださ

い。 

東日本高速道路株式会社 

中日本高速道路株式会社 

西日本高速道路株式会社 

本州四国連絡高速道路株式会社 

けん引自動車がスマートＩＣを通行す

る場合 

スマートＩＣから流入し、スマートＩＣ以外の

出口料金所及び検札料金所を利用する場合は、

一般車線又は一般混在車線を通行し、いったん

停車して係員にＥＴＣカードを手渡す又は開閉

棒の開閉にかかわらず、開閉棒の手前で停車し

て係員に申し出てください。スマートＩＣから

流入し、スマートＩＣの車線、サポート車線又

はサポート混在車線の出口料金所を利用する場

合は、開閉棒の開閉にかかわらず、開閉棒の手

前で停車して係員に申し出てください。 

東日本高速道路株式会社 

中日本高速道路株式会社 

右欄対象料金所の一旦停止を要するＥ

ＴＣ車線を通行する場合 

対象料金所 

(東日本高速道路株式会社) 

道央自動車道 森料金所 

 

(中日本高速道路株式会社) 

中部縦貫自動車道（安房峠道路）平湯料金所 

 

通行に際しては、ＥＴＣシステム利用規程及び

同実施細則の規定に従い通行してください。 

阪神高速道路株式会社 右欄対象料金所の一旦停止を要するＥ

ＴＣ車線を通行する場合 

 
 

対象料金所 

北神戸線 しあわせの村料金所 

 

当該料金所の車線には「一般」と表示しており

ます。いったん停車して係員に申し出てくださ

い。 

 

東日本高速道路株式会社 

首都高速道路株式会社 

中日本高速道路株式会社 

西日本高速道路株式会社 

阪神高速道路株式会社 

本州四国連絡高速道路株式会社 

宮城県道路公社 

栃木県道路公社 

名古屋高速道路公社 

愛知県道路公社 

滋賀県道路公社 

側車付二輪自動車であって被けん引自

動車を連結して通行する場合 

通行料金の請求を受ける料金所で一般車線又は

一般混在車線を通行し、いったん停車して係員

にＥＴＣカードを手渡す又は開閉棒の開閉にか

かわらず、開閉棒の手前で停車して係員に申し

出てください。ただし、通行料金の請求又は通

行料金の確定に必要な確認を受ける料金所でス

マートＩＣの車線、サポート車線又はサポート

混在車線を利用する場合は、開閉棒の開閉にか

かわらず、開閉棒の手前で停車して係員に申し

出てください。 



 
 

 

京都府道路公社 

大阪府道路公社 

神戸市道路公社 

兵庫県道路公社 

広島高速道路公社 

福岡県道路公社 

長崎県道路公社 

鹿児島県道路公社 

 

附 則 
１ この実施細則は、令和５年３月２７日から適用します。ただし、現にＥＴＣシステムを利用して料金徴収を行っていない道路又は

ＥＴＣシステム取扱道路管理者においては、ＥＴＣシステムを利用して料金徴収を開始する日から適用します。 
２ 令和４年３月１日付けＥＴＣシステム利用規程実施細則（以下「旧実施細則」といいます。）は、本実施細則の適用をもって廃止

します。 
  なお、本実施細則の適用前に旧実施細則の規定に基づき行われた手続で、本実施細則の適用の際現に効力を有するものは、本実施

細則の規定により行われたものとします。 

 

京都府道路公社 

大阪府道路公社 

神戸市道路公社 

兵庫県道路公社 

広島高速道路公社 

福岡県道路公社 

長崎県道路公社 

鹿児島県道路公社 

 

附 則 
１ この実施細則は、令和５年４月１日から適用します。ただし、現にＥＴＣシステムを利用して料金徴収を行っていない道路又はＥＴＣシステム

取扱道路管理者においては、ＥＴＣシステムを利用して料金徴収を開始する日から適用します。 
２ 令和５年３月２７日付けＥＴＣシステム利用規程実施細則（以下「旧実施細則」といいます。）は、本実施細則の適用をもって廃止します。 
  なお、本実施細則の適用前に旧実施細則の規定に基づき行われた手続で、本実施細則の適用の際現に効力を有するものは、本実施細則の規定に

より行われたものとします。 
 


