
　公益財団法人高速道路調査会では，平成 30 年 10 月 28 日～ 11 月３日にかけて第 62 回海外道路調査団を派遣した。
ここでは，ドイツの高速道路における最近の ITS および交通管理技術に関する調査結果を報告する〔関連記事 p. 82～〕。

ドイツの高速道路における ITSおよび交通管理技術に関する海外調査

写真―１　アウトバーンの交通状況（アウトバーン３号） 写真―２ 　交通マネジメントセンター（ノルトライン＝ヴェス
トファーレン州）

写真―３　路肩運用実施状況（アウトバーン 57号） 写真―４　大型車駐車場対策（ユラ・ウェスト休憩施設）

写真―５　連邦道路におけるリバース運用 写真―６　会議状況（ニーダーザクセン州車両技術研究センター）

写真―７　ハンブルグ蓋掛けプロジェクト 写真―８　工事車線規制状況
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１．海外道路調査団について

　公益財団法人高速道路調査会が講習等事業として主
催する海外道路調査団は，海外の高速道路に関する最
新または日本とは異なる取組みを調査・情報収集する
機会を広く提供することを目的に，一般公募により調
査団を結成し派遣している。
　2000 年以降に派遣した同調査団は，本調査団を含
め計 37 回，延べ 738 名に上る。

２．調査団概要

　本調査団は，ドイツの高速道路における ITS およ
び交通管理技術に関する最新の取組みを調査するた
め，今回は，ノルトライン＝ヴェストファーレン州道
路局，ブラウンシュバイク工科大学ニーダーザクセン
州車両技術研究センターおよびハンブルグ州経済・交
通・イノベーション省を訪問した。
　ノルトライン＝ヴェストファーレン州道路局では，
現在実施中の交通情報提供やランプメータリング，一
時的な路肩運用および交通マネジメントセンターの運
用状況を調査するとともに，ブラウンシュバイク工科
大学ニーダーザクセン州車両技術研究センターでは，
現在，テスト運用中である大型車駐車場対策，大規模
イベント開催時における車線のリバース運用および交

通安全対策としてセクションコントロールや逆走防止
対策の実施状況について調査を行った。また，ハンブ
ルグ州経済・交通・イノベーション省では，2021 年
にハンブルグで行われる ITS 世界会議の開催に向け
て，現在進行中の各種 ITS プロジェクトの取組みに
関してヒアリングを行うとともに，アウトバーン７号
（A７号）で改修・拡幅工事中である「ハンブルグ蓋
掛けプロジェクト」について現地調査を行った。
　本調査団は 25 名により編成され（参加者名簿は巻
末に記載），10 月 28 日㈰から 11 月３日㈯までの５泊
７日の行程で，同国における最新の取組みや課題につ
いてヒアリングおよび意見交換を行ったものである。
以下に，本調査の概要を報告する。

３．調査結果概要

3.1 ノルトライン＝ヴェストファーレン州道路局
⑴組織の概要
　ノルトライン＝ヴェストファーレン州は，州人口が
約 1,800 万人であり，国内第一位の人口数を擁する州
である。隣国はオランダとベルギーに接するため外国
籍の車両も多く，ヨーロッパを代表するルール工業地
帯を有するため物流車両が多いことなど，さまざまな
交通事情を考慮する必要がある。本道路局の管理延長
は，ドイツ国内の高速道路総延長約 13,000 ㎞ のうち

報　告

ドイツの高速道路における ITS および
交通管理技術に関する海外調査

　公益財団法人高速道路調査会が平成 30 年 10 月 28 日から 11 月３日ま
で実施した，ドイツの高速道路における最近の ITS および交通管理技
術に関する海外調査の概要を報告する。

第 62回海外道路調査団
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2,200 ㎞ を管理している。主に自動車税の徴収・管
理，交通情報提供，道路建設・維持管理などのマネジ
メントを行っている（図―１）。
　当該州の特徴としては，州西部を流れるライン川に
より，東西地域が分断され，かつ，ライン川に架かる
橋の数が制限されているため，橋の数と物流の需要と
供給のバランスが取れていない状況となっている。さ
らに，大型車両の通行できる橋が限定されているた
め，渋滞や事故の発生の大きな要因となっている。現
時点において，混雑緩和に向けて迂回路となるルート
整備を行う，あるいは，大型車用の橋梁を新設するな
どの構想はあるものの，まだ実現するには難しい状況
である。

⑵交通情報提供
　同局のホームページでは，交通情報，速度規制，車
線運用数およびライブカメラ映像などを提供し，迂回
路の検討に役立つようにしている（図―２）。また，
同ホームページには，迂回路検索サービスも使用でき
るようになっている。ラジオ放送局では，リスナーか
ら得られるピンポイントな交通情報を提供している。

⑶ランプメータリング
　ノルトライン＝ヴェストファーレン州は，ランプ
メータリングのパイオニアの州であり，1999 年にド
イツで初のパイロット・プロジェクトがA40 号の５
つのインターチェンジで開始された。ランプメータリ

ングとは，主要道路への流入ランプ部に信号機が設置
され，主要道路の交通状況に応じて，信号機が切り替
わり，ランプから本線への流入量を調整し，本線の渋
滞を防止または緩和するものである（写真―１）。
　同州では，現在，96 カ所でランプメータリングが実
施されている。運用時間帯は帰宅時間等の交通量が増
加する時間に運用され，信号機は車両検知器で車両台
数が検知され，コンピュータ制御で自動的に信号が切
り替わる仕組みとなっている。なお，ランプメータリ
ングの実施により，追突事故等の発生が懸念されるた
め，ランプメータリングを実施している路線は，ラン
プ設置箇所の多い都市間高速道路に限定されており，
全ての高速道路での適用は難しいとのことであった。

⑷一時的な路肩運用
１）概要
　ノルトライン＝ヴェストファーレン州では，ケルン
東方のA４号，ケルン北部のA57 号，ハーゲン近郊
のA45 号およびA３号のヒルデンからメットマンの

写真―１　ランプメータリング

図―１　ノルトライン＝ヴェストファーレン州の位置 図―２ インターネットによる交通情報の提供
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区間で一時的な路肩運用を実施している。一時的な路
肩運用は，特に朝夕のラッシュアワー時の本線車道に
おける急激な速度低下の緩和，渋滞の回避および交通
安全の向上を目的に実施されている（巻頭口絵写真―
３参照）。

２）実施方法
　① 監視カメラの設置
　一時的な路肩運用実施のための条件は，全運用区間
がカメラで監視できることである。これは路肩開放時に，
路肩内に車両や落下物が残らないようにするためであ
る。監視カメラの設置間隔は，場所によりカメラの性
能，運用方法が異なるため限定できないが，35 ｍ～
100 ｍ程度の間隔で設置されている。
　② 交通標識
　走行車線と路肩の各々の車線上に速度標識が設置さ
れ，路肩走行可能区間の終了地点には，区間終了を示
す矢印標識が設置されている（図―３）。

３）実施効果
　図―４は，⒜一時的な路肩運用未実施時（2011 年
３月15日）と⒝一時的な路肩運用実施時（2011 年７月
６日）の各時間帯における走行車両の交通量と速度を
示したグラフである。このグラフより，一時的な路肩
運用実施時は，朝夕の時間帯の速度低下が見られず，
一時的な路肩運用による渋滞緩和効果を確認すること
ができる。なお，路肩運用時の規制速度は 100 ㎞/hr
で，渋滞が発生している場合は 80 ㎞/hr 規制となる。

４）課題
　一時的な路肩運用の課題としては，冬期に路肩に雪
が堆積した場合は運用できないため，年間を通した抜

本的な渋滞対策とならないとのことである。また当該
州における一時的な路肩運用の扱いは，渋滞を緩和す
るための１案として利用されており，積極的に利用し
ているわけではないとのことでもあった。現在，当該
州では，これから５～ 10 年先の渋滞緩和対策とし
て，渋滞多発地域の企業への休日の変更，つまり，現
在の土曜日と日曜日の休みを別の日に変更する働き掛
けや，時差出勤への協力企業の増加に努めているとの
ことであった。

⑸交通マネジメントセンター
　交通マネジメントセンターは，通常の時間帯は２名
体制で，交通混雑時間帯については４名体制（８時間
３交替）で 24 時間監視を行っており，職員構成は，
管理職員 80 名，工事関係職員 150 名の構成となって
いる（巻頭口絵写真―２参照）。
　主に速度規制表示を行う可変標識と渋滞情報，迂回
路情報を表示する可変情報板は，各所に設置された
ディテクターにてデータが収集され，自動的に情報提
供されるシステムとなっているため，本センターで
は，それら情報板を監視・制御し，交通流のコント
ロールを行うことが主な役割である。

図―３　路肩走行可能区間終了箇所の表示

図―４　一時的な路肩運用による渋滞緩和効果

⒜一時的な路肩運用 未実施時

⒝一時的な路肩運用 実施時
横軸：時刻　縦軸（左）：交通量，縦軸（右）：速度
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3.2 ブラウンシュバイク工科大学ニーダーザクセン
州車両技術研究センター
⑴組織の概要

　本研究センターは，ニーダーザクセン州およびフォ
ルクスワーゲン社のサポートにより，世界トップラン
クの自動車技術の確立，自動車に関連する技術や利用
モデル発展のため，サスティナブルモビリティをビ
ジョンに掲げ科学調査が実行されている。また，大学
では交通安全対策としてスピード計測器や逆走防止対
策に関する研究などのほか，高速道路上に不足してい
る大型車両の休憩施設の有効利用について研究が進め
られており，既に社会実験として運用されているもの
もある。

⑵大型車駐車場対策
　ドイツの道路交通法では，トラック運転手の運転時
間が厳格に定められており，運転手は３時間 30 分の
運転で 45 分間の休憩，６時間の運転で１時間 30 分の
休憩をとる必要があり，さらに１日の最大運転時間は
９時間までと決められているため，大型駐車マスが常
に混雑し，不足している状況である。このような状況
に対し，１つ目の対策は休憩施設の拡張，２つ目は
ウェブサイトでの混雑状況の情報提供，そしてまだテ
スト段階であるが，３つ目として駐車スペースの効率
的な配置により，混雑緩和を図ろうとしている。
　この３つ目の駐車スペースの効率的な配置として，
縦列駐車方式とコンパクトパーキングという２種類の
方法が現在，テスト運用されている。
１）縦列駐車方式

　縦列駐車方式は，写真―２⒜に示す通り，大型車
が駐車するレーンを複数設置し，縦列に駐車させる方
式であり，全自動システムが組み込まれている。運転
手は，休憩施設に入った後，駐車マス手前のターミナ
ルで一旦停止し，駐車時間を入力し，指定された駐車
場所に駐車する。ここで，各車の出発時間はコン
ピュータで計算されるため，各車の出発時刻に合わせ
た駐車場所が指定でき，かつ，車長も考慮されてい
る。この方式の採用により，拡幅工事をせずに，駐車
容量が２倍となっているとのことである。なお，間違
えて駐車した場合は，運転手同士で話しをしてもらう

とのことであった。
２）コンパクトパーキング
　もう１つのコンパクトパーキングは，ターミナルが
ない代わりに，写真―２⒝に示すとおり，各レーン
の入口上部に設置された電光掲示板に出発時刻が明示
されており，運転手は自分の出発時刻に合ったレーン
に入り，駐車するものである。なお，前の車両が指定時
刻になっても出庫しない場合は，後ろに駐車した車両
の運転手が催促に行くことになるとのことであった。

⑶イベント開催中の交通運用
　ニーダーザクセン州は，ヨーロッパで最大規模の
メッセが開催される都市ハノーファーがあり，メッセ
開催時には大規模な交通ネットワークのコントロール
を行っている。ハノーファーメッセ近郊には宿泊施設
がなく，メッセ開催時は近郊から車で一斉にメッセに
押し寄せるため，メッセに向かう全６車線の連邦道路
の片側３車線をリバース運用し，上り６車線の一方通
行とすることで，渋滞緩和を図っている（写真―３）。
　また，メッセ会場の駐車場への誘導として，メッセ
会場を取り囲むように道路があり，駐車場も東西南北
にあるため，例えば，南から来た車は南駐車場にしか
行けないように誘導することにより，混雑緩和を図っ

⒜縦列駐車方式（モンタバウアー休憩施設）

⒝コンパクトパーキング（ユラ・ウェスト休憩施設）
写真―２　駐車スペースの効率的な配置
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ているとのことであった。
⑷交通安全対策

　１）セクションコントロール
　セクションコントロールとは，道路に沿って各車両
の速度を計測するカメラを設置し，速度超過車両の取
り締まりを行うものである。ニーダーザクセン州の
A２号においては，大型車の速度超過による事故を削
減するため，内務省と警察により速度計測装置の設置
が決定された（写真―４）。
　A２号の 1.5 ㎞ 区間には，速度計測装置が上下線合
わせて５カ所設置されている。速度の計測は 1.5 ㎞区
間の通過時間から平均速度を算出し，大型車に搭載さ
れている通行税課金システム用車載器の情報から違反
車両を特定している。なお，この 1.5 ㎞区間は，区間
をあまり長くすると平均速度が落ちることも考慮し，
設置延長が決められたとのことであった。
　また，多頻度利用者がカメラの設置箇所を覚えるこ
とにより速度抑制効果が薄れるため，その対策として
速度計測装置に目隠しを付け，カメラの設置箇所を隠
す実験を行った結果，それまで 70％以上の大型車が
80㎞/h制限の区間を120㎞/h以上で走行していたが，
速度を２割落とすことに成功したとのことであった。
　また，上記路線とは別の国道６号では，速度計測装
置の設置により，事故が４割削減されたとの報告もあ
るとのことであった。

　２）逆走防止対策
　ドイツ国内では 2017 年に 3,000 件の逆走が確認さ
れており，逆走による事故件数は 80 件と，総事故件
数 20,928 件に占める割合は低いが，重大事故に繋が

る恐れがあるため，各種対策を実施している。
　基本的には，ほとんどの流出ランプの出口に逆走対
策として「STOP FALSCH」（停止，間違っています）
と書かれた看板（写真―５）が設置されている。ま
た，場所により，出口部の路側に検知器を設置し，逆
走を検知すると進入禁止を点滅発光させるシステム
や，それでも気が付かないドライバーもいるため，路
面にライトを埋め込んで点滅させるシステムなどを試
験的に運用しているところもある。
　将来的にはアウトバーン上で逆走が発生した場合，
走行する車両同士に携帯電話のシステムを利用して逆
走情報を通知したり，衛星を利用したシステムを構築
し，逆走車に逆走していることを伝達する方法などを
検討・試験運用している。

3.3 ハンブルグ州経済・交通・イノベーション省
⑴組織の概要
　ハンブルグ州は，特別市として７つの行政区域に区
分されており，中世以来の自由都市としての地位を現
代まで維持しているベルリン特別市に次ぐドイツ第二
の都市である。そのハンブルグ州の道路ネットワーク
（アウトバーン 81.8 ㎞，連邦道路 21.4 ㎞ の総延長
103.2 ㎞）の管理を行っているのが，ハンブルグ州経

写真―５　逆走防止対策

（写真左側の３車線がリバース運用）
写真―３　連邦道路におけるリバース運用

写真―４　速度計測装置
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済・交通・イノベーション省である。

⑵ ITS プロジェクト
　同州では，スマートフォンなどの IT機器を活用し
た新たな ITS 戦略として 2016 年４月に取組みが開始
され，交通に係わるデータの収集，ITS を活用した交
通管理とインフラ整備，自動運転に向けた取組みにつ
いてさまざまなプロジェクトが進行中である。　
　同州におけるITSプロジェクトの総数は102件あり，
うち 32 件が完成，40 件が進行中，30 件が構想中であ
る。全てのデータは一般公開されており多数の民間企
業が参画している。ハンブルグは，2021 年の ITS 世
界会議の開催地となっており，現在取り組んでいる各
種の施策について，その世界会議で発表される予定で
ある。

⑶電気自動運転車
　ハンブルグにおける自動運転化の主要施策の１つと
して，「ハンブルグ電動自動運転車（Hamburg Electric 
Autonomous Transportation）」の頭文字を取ってHEAT
と呼ばれるプロジェクトが進行中である。このプロ
ジェクトの主目的は，公共交通機関として，写真―６
に示す電気自動運転車のシャトルバスが利用できるか
どうかを検証することと，他の交通公共機関との連帯
性を確認することである。シャトルバスは，長さ約５ｍ，
幅２ｍ，高さ 2.6 ｍ，重さ約４トン，最大 16 人の乗
客を収容することができる。今後，段階的に自動化の
精度を高め，常時 50 ㎞/h での走行できるようにした
いとのことであった。

⑷ハンブルグ蓋掛けプロジェクト
　ドイツのアウトバーンは，供用から 50～ 60 年を経
過しており，至る所で車線規制を伴う改修工事が行わ

れている。ハンブルグ州においても，幾つかの大規模
な改修工事が行われており，今回の調査では，南北を
結ぶ主要幹線道路であるA７号のエルベ川北部に位
置する「ハンブルグ蓋掛けプロジェクト」と呼ばれる
改修・拡幅工事を調査した。
　当該プロジェクトは，A７号の交通量の増加に伴い，
交通容量不足を改善するため，既存６車線を８～ 10
車線に拡幅するものである。また，沿線は本路線が供
用されてから宅地化が進んでおり，環境対策のため，
既存の高速道路を蓋掛けし，トンネル化する工事が含
まれている。この環境対策には，遮音壁の設置，排水
性舗装，環境緑化対策等も含まれている。工事完成後
のトンネル上部は，緑地帯，公園，駐車場となり市民
の憩いの場となるよう計画されている（図―５）。
　工事箇所は３地区に分かれ，３地区の工事総延長は
12 ㎞，そのうち３地区それぞれで建設されるトンネ
ルの総延長は 3,680 ｍである。2012 年から工事が開始
され，一部区間はすでに片方向のトンネル化工事が完
了し，暫定供用を開始している（写真―７）。　
　また写真―８は，現在工事中のシュテリンゲン地区
の施工状況である。写真右側のコンクリート壁がトン
ネル側壁にあたり，側壁が波を打ち，上部へ盛り上
がっている箇所は，換気設備や信号機等を取り付ける
ための構造である。
　当該プロジェクト全体の工事は 2025 年の完成を目
標にしている。

おわりに

　昨年９月にドイツ政府は，政府が 100％出資する長
距離道路会社を設立したところである。これにより，

写真―６　電気自動運転車のシャトルバス 図―５ 完成イメージ（アルトナ地区）
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これまで連邦政府の委託により各州で実施されてきた
アウトバーンの計画，建設工事，管理，維持補修，資金
調達並びに資産管理はすべて連邦政府の所管となるよ
うである。各訪問先の説明の中では，この大きな組織
の変更に向け，準備が進められているようであった。
　今回の調査を通して，地理的にヨーロッパの中央に
位置するドイツは，国内車両に加え，外国籍車両の通
行も多く，また大きな河川に対する環境への配慮の考
え方，すなわち，渡河する橋梁設置数が制限されるな
ど，日本の交通事情とは異なるとは言え，今回調査し
た各種の渋滞対策，交通運用，駐車場対策，安全対策
および拡幅・改修・環境対策工事など，日本の高速道
路事業を進めるうえで参考になる部分が多かったよう
に思う。
　現地調査では，アウトバーンを走ると，車線規制や
対面通行規制を伴う舗装補修，橋梁架替，防護柵改良
等の大規模改良工事が頻繁に行われていることが目に
付いた（巻頭口絵写真―８参照）。日本と同様，ドイ
ツにおいても構造物の老朽化対策は着実に進んでいる
と思われ，その工事量の多さは日本にも勝る勢いが感
じられ，若干の焦りと危機感さえも覚えた。

　また，ライン川沿いの道路を走行した際，今年は降
雨が少ないため，ライン川の水位が低く，船の航行に
支障をきたしているとのことであった。その影響によ
り，周辺地域ではガソリン輸送をライン川の舟運に
頼っているため，上流地域のガソリン価格が高騰して
いるとのことである。渇水で困っている中，滞在中に
どしゃぶりの降雨に遭ったのは我々調査団がもたらし
た幸運の雨と願いたい。
　最後に，この場を借りて，今回の調査団の実施にあ
たり，訪問先との連絡や会議の設定にご尽力いただい
たブラウンシュバイク工科大学のステファン・ホフマ
ン先生に心からお礼を申し上げます。

＜第 62回海外道路調査団 参加者一覧＞
班 氏　名 所属機関名

団長 大村 充正 中日本ハイウェイ・エンジニアリング名
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宮崎 秀樹 西日本高速道路エンジニアリング関西㈱
山添 晋巧 ㈱ネクスコ東日本エンジニアリング
木村 俊啓 日本テクロ㈱
竹尾 雅俊 西日本高速道路メンテナンス関西㈱
櫻井 優気 ㈱ネクスコ・メンテナンス関東
五十嵐 伸弥 ㈱ネクスコ・メンテナンス東北
鎌田 翔 セフテック㈱
柏木 拓也 東日本高速道路㈱

B班 須藤 一雄 東京湾横断道路㈱
杉本 博文 ㈱ネクスコ・エンジニアリング新潟
寺川 秀人 ㈱ネクスコ東日本エンジニアリング
石田 嘉英 西日本高速道路エンジニアリング関西㈱
竹内 勝 ㈱ネクスコ・パトロール関東
武田 仁志 ㈱ネクスコ・エンジニアリング東北

北角 誉玲 中日本ハイウェイ・エンジニアリング名
古屋㈱

福田 幸司 ㈱エイル
松村 嘉之 中日本ロード・メンテナンス中部㈱
栁澤 直哉 東日本高速道路㈱
大沼 大貴 ㈱ネクスコ・メンテナンス関東
井口 拓馬 セフテック㈱

アドバ
イザー 阿部 公一 ㈱ネクスコ・エンジニアリング東北

事務局 松下 剛 公益財団法人高速道路調査会
皆川 聡一 公益財団法人高速道路調査会

写真―７　暫定供用区間（シュネルゼン地区）

写真―８　工事中区間（シュテリンゲン地区）
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