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はじめに

　IBTTA（International Bridge, Tunnel and Turnpike 
Association：国際有料道路協会）は有料道路事業に
携わる事業者の国際団体である。IBTTA は 1932 年
に設立され，世界６大陸 20 カ国以上からの会員を有
している。今回アイルランドで開催される第 83 回年次
総会のホスト役は Transport Infrastructure Ireland
（以下「TII」）であった。この組織は National Roads 
Authority と Railway Procurement Agency が合併し
て 2015 年８月１日に発足した新しい組織であり，ア
イルランド共和国における国道とライトレールの建
設，管理を担当している。

１．テクニカル・ヴィジット

　⑴M50 自動車道（環状線部分）

　M50 はダブリン港湾トンネル部と海に面したダブリ
ン市を C 型に走る環状道路からなる。今回は環状部分
の料金所をコンセッションにより運営する SANEF 社
を訪問した。
　M50 の延長は 45 ㎞ で 1990～ 2005 年にかけて建設
され，2006～ 2010 年にかけて改良され現在に至って

いる。M50 は当初はダブリンの通過交通を迂回させ
る目的で建設された道路だったが，ダブリンの発展と
共に市内交通や市内外の交通が増加し交通量が飛躍的
に増加した。
　環状部分の料金所は SANEF が運営するレフィ川渡
河部の料金所の１カ所のみであり，ここを通過しない
交通は無料である。なお，道路の建設や維持管理は
TII が行っており SANEF 社は徴収した料金から契約
額を差し引いて政府に納めている。
　レフィ川渡河部分は当初料金所ブースが設置され渋
滞が激しかったが，2008 年に eFlow を導入したフ
リーフローのトールバリアーに変更された結果，混雑
が緩和され通過時間が 30 分早くなり，通過交通量が
30％増加して現在，日交通量は 115,000 台に達してい
る。年間に 200 万台の車が利用し，売り上げは１億
1,000 万ユーロに達している。
　利用車のうち登録車は ETC である eFlow が 63 万
台，ナンバー読み取りで月ごとに請求する登録が５万
台で合計すると約 84％，未登録車は 16％である。
96％の車は期限までに通行料を支払っている。未登録
車にはナンバー読み取りにより車の所有者に手紙で請
求する。
　料金は普通車で 3.1 ユーロ，未登録車への手紙での
請求の場合は 6.1 ユーロ，通常の支払期限切れは 47.1
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ユーロ，さらに支払わず違反者とされると 150.1 ユー
ロと極端に高額になる。登録車に対しては違反者とな
らないよう電話，SMS，手紙，email とあらゆる手段
で督促する。未登録車に対してはクレジットカードの
登録などを調べるが，自主的な納付が見込めない場合
には法的手段を取ることになる。
　支払い方法やエラー処理などのトラブル対処方法は
ウェブ，フェースブック，email などを使って広報さ
れている。ポスターでは「払わないと裁判所のお世話
になることも……」という日本ではあまり使わない脅
迫めいた広報もされているが，効果があるとのことで
ある。
　現在，相互運用の取組みとしてシームレストーリン
グ（ワンアカウント，ワンインボイス，ワンペイメン
ト）に取組んでおり，アイルランドの 13 のコンセッ
ションにおいて 190 万台の乗用車，34 万 5,000 台のト
ラックが加入している。アイルランドのシームレスは
支払い手続きのみで，料金水準は考慮していないとの
ことだ。

　⑵ダブリン港湾トンネル

　もう１つのテクニカルツアーは，ダブリン港湾トン
ネルの走行および料金所と管制センターの視察であ
る。ダブリン港湾トンネルの運営管理は，egis 社が TII
より受託している。
　ダブリン港湾トンネルはダブリン市中心部にあるダ
ブリン港と M50 の環状部分を結んでおり，重量貨物
車の利用が多い。2006 年に供用を開始，M50 の一部
を成しており，全長 4,500 ｍ，片側２車線のトンネル
が２本という構造である。積載量 3.5 トン以上の商用
車および 25 席以上のバスは無料となっており，朝夕
の混雑緩和のために可変料金制となっている。
　M50 の環状部分が本線料金所を撤去のうえフリー
フロー課金を導入しているのに対し，ダブリン港湾ト
ンネルは本線料金所にて料金を徴収している。ブース
の中で収受員が現金徴収をしており，ETC レーンに
はバーが設置されている。同じ M50 を構成するダブ
リン港湾トンネルと環状線部分ではあるが，料金収受
体系は統一されていないということである。アイルラ
ンドの道路当局としてもシームレスな相互運用を目指

しているところであるが，すべての有料道路にキャッ
シュレスの全自動課金（AET：All Electronic Tolling）
を導入するには至っていないようである。

２．Toll Excellence Award 授賞式

　Toll Excellence Award は，５つの部門ごとに有料
道路事業にかかる優れたプロジェクトや取組みに優秀
賞として送られるものである。最も優れたものは
President’s Award として最優秀賞に選出される。
　今年の President’s Award は台湾の交通部台湾区国
道高速公路局が「本線料金所による均一料金徴収から
フリーフローによる対距離電子課金への全面移行」し
たプロジェクトにより受賞した。
　このプロジェクトは期間 20 年の BOT（Build Operate 
Transfer）である。プロジェクトの概要は，本線料金
所を撤去し，全自動で対距離課金が可能なトールガン
トリーを 319 カ所で設置したものである（現在は延長
926 ㎞，321 カ所）。課金データの取得は ETC とナン
バープレート撮影用カメラにより行われており，将来
的には可変料金を目指すとのことである。

３．基調講演

　基調講演を行った Ben Saunders 氏は極地探検家で
あり，TEDカンファレンスにも過去３度登場している。
今回は北極点到達までの体験から得られた知見につい
て講演された。極地探検において重要となる５つの要
素である，ビジョン，準備，選択，現実性のチェック
およびその旅の意義（重要性）について実例を交えて
説明された。

４．アイルランドの有料道路

　アイルランドは，人口約 460 万人，面積は約 70,000
㎢ となっており，人口，面積ともに北海道よりすこ
し小さな規模である。GDP は約 2,400 億ドルであり，
北海道の 1.5 倍程度の規模となる。
　アイルランドは最初にユーロを導入した 12 カ国の
ひとつであり，海外からの直接投資の流入などにより
GDP は 1995～ 2007 年の間に年平均約６％で成長し
た。しかし 2008 年の世界金融危機により経済は深刻
な景気後退に陥り，2010 年には EU と IMF に金融支
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援を要請することとなる。その後，緊縮財政の実施に
より 2013 年には EU と IMF による金融支援から脱却し
ており，深刻な経済危機からの回復途上にある。
　90 年代から経済的には大きな飛躍を遂げたが，道
路インフラは非常に脆弱であった。TII によると 2000
年のアイルランドの経済競争力ランキングは世界第５
位，道路インフラのランキングは第 37 位であった。
2000 年頃のアイルランドの道路インフラは EU14 カ
国中で最低で市民の認識としても 10 年前の道路事情
は非常に悪かったとのことである。
　経済成長に道路インフラの充実が欠かせないとの認
識の下，2000 年代よりアイルランドでは有料道路 10
路線が PPP（Public-Private Partnership： 官民パー
トナーシップ）で整備され，併せて６つのサービスエ
リアも整備された。10 路線の PPP と６つのサービス
エリアの総事業費は約 160 億ユーロであり，財源の内
訳は国庫から 126 億ユーロ，EU の補助金が 10 億ユー
ロ，PPP による民間資金が 21 億ユーロである。高速
道路整備を進めてきた結果，アイルランドの高速道路
延長は 1,187 ㎞ となり，その内の 320 ㎞ が PPP によ
り運営されている。PPP を使った理由は，将来のイ
ンフラへの民間資金導入に先鞭を付ける役割，道路事
業の加速する役割，民間が興味を持たない他のプロ
ジェクトに財務省の資金を回す役割，長期間にわたる
道路の運営や維持管理を高度なレベルで実施する役割
などである。
　異なるコンセッション主体で運営される有料道路間
では課金方式や収受方式が異なっているが，すべての
有料道路で電子タグによる課金が可能となるように基
準を共通化させるなど Interoperability（相互運用）
を強化し，各路線間のシームレス化を進めている。
　アイルランドでは 200 万人の利用者に対して年間
4,300 万件の課金が行われているが，そのうちの 1,600
人が悪質常習犯となっている。

５．オープン・ロード・トーリング（ORT）

　ORT とは Open Road Tolling のことであり，料金所
がないフリーフローレーンによる電子課金システムで
ある。車載器とナンバープレート読取カメラの併用に
よるキャッシュレスの全自動課金となっているものが多

い。運転手は停車や減速の必要がないため，スムーズ
な走行が可能となり，道路事業者は課金の全自動化に
より業務の効率化が図れる。
　ORT についてはホスト国のアイルランドにおける
M50 への導入，アメリカ合衆国の Rhode Island Turnpike 
and Bridge Authority（ロードアイランド有料道路
局）や Miami-Dade Expressway Authority（マイア
ミ・デイド郡道路局）による ORT 導入の取組みが紹
介されていた。また前述のように台湾における ORT
への全面移行が本年の President’s Award を受賞して
いる。近年，ORT の導入が世界中で進んでいるが，
料金所渋滞の解消，渋滞時の排気ガスによる環境問題
の改善，急行レーンなどレーンごとの課金やリアルタ
イムの交通制御などとの相性も良く，今後世界的にも
この流れは加速するのではないかと考えられる。
　併せて ORT の問題点として，レンタカー使用者や
外国人からの徴収が難しいことなどの発表もあった。

６．異なる有料道路間での相互運用

　Interoperability とは企業体間（公的，民間問わず）
での相互運用の取組みのことであり，例えばある企業
体から発行された電子タグなどが他の企業体の施設で
サービスレベルの低下なく利用できるような仕組みの
構築である。
　まず第１に課金手法や課金技術が議論され，特に大
陸ヨーロッパなどでは車種も含めた形での課金につい
ての相互運用に取組まれている。しかし今後は，有料
道路管理の考え方，管理の実務，契約手法，PPP ス
キームまで含めた課題として取組むべきであるとの報
告が上がっていた。例えば，フロリダ州交通局は州内
にいくつかある有料道路について，道路管理，各種契
約，標識などについて現在進めている。またフランス
とスペインの国境地帯における３本の有料道路（フラ
ンス側２本，スペイン側１本）において，利用者に追
加負担なく，それぞれの課金システムで相手方の道路
を通行できるような相互運用を 2007 年に開始した。
オーストリア，デンマーク，ノルウェー，スウェーデ
ンでは EasyGo という DSRC で支払いをするための，
有料道路やフェリーを対象に 2004/52/EC という EU
指令を基にしたシステムを導入している。合計８会社
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で運営するギリシャの有料道路は建設中を含め 2,336
㎞ ある。現在５種類のタグが使われており，このう
ち４種類は相互利用が可能である。

７．将来のモビリティに影響する政策や技術

　今後数十年で起こりうる変化の例をいくつか示す。
既存の移動システムは公害問題を拡大する懸念があ
り，先進技術による効率的で低コストの選択肢があれ
ば公共輸送事業は民間事業になって行く可能性があ
る。都市間の物資輸送は隊列走行を使う可能性があ
り，走行車線の使い方についても整理しておく必要が
ある。行政は広範な課税ではなく，移動に課税するこ
とも考えられる。EU の白書では交通計画の一例とし
て貨物列車専用ネットワーク，海上道路の推進，低公
害車の推進，ヨーロッパ横断インフラの完成，有料道
路支払の一元化，隊列走行などによる貨物輸送の効率
化，石油を使わないエンジン開発の推進などがうたわ
られている。

　⑴急行有料レーン（Express Toll Lanes）

　急行有料レーンは，アメリカで急速に発展してきて
いる有料道路の形態で現在 20 カ所弱で営業中であ
り，さらに 10 カ所以上で整備中である。これは有料
制と交通コントロールを同時に行うもので，急行有料
レーン利用者だけに料金を課し，料金を調整して常に
そのレーンの車が動くように設定する。自動車の占有
率（オキュパンシー）が低いときはディスカウントも
ありうる。収入は運営方法と課金ポリシーに依存す
る。通常 HOT レーン（High Ocupancy & Toll）では
収入は低いが運営コストは賄えるレベルであるのに対
し，急行有料レーンにおいてはすべての利用者が料金
を払うので収入はより多くなる可能性がある。連邦道
路局は，渋滞緩和とドライバーに選択の余地を与える
ために自動車専用州道に急行有料レーンの付加を検討
すべきとしている。急行有料レーンは持続可能な移動
手段であり，移動時間の信頼性，ドライバーへの選択
肢の提供，採算性のある運営，道的交通制御などによ
り長期間の移動ニーズを支える解決法となる。このよ
うな政策が推進されるのは新しい運輸事業投資から生
まれる継続的な収入があること，およびマイアミデード

郡での実験から，急行レーンのスピードが 21 マイル/h
から 55 マイル/h 以上になり，一般レーンも 19 マイ
ル/h から 41 マイル/h に増加したため，一般レーンを
含めて全利用者に恩恵があったことが挙げられる。こ
の結果，実験前はほとんど政治的なサポートが得られ
なかったものが，現在はフロリダ州内の４つの大きな
都市圏で導入が推進されている。
　さらに既存の有料道路の中にプレミアム価格の有料
レーンを設けることも始まっている。マイアミやタン
パで実施されておりオーランドでは計画中である。プ
レミアムレーンの料金は通常の有料料金にわずかに上
乗せしたもので，急行レーンのキャパシティに近づく
と上乗せが増加する。公共バスなどを除きすべての車
が有料で，無料や割引はなく，自動車占有率と車種に
よって価格が決まる。３軸以上の車は利用できず，リ
アルタイムの状況により価格が変化する動的な課金が
行われる。州の道路局管轄の道路であっても料金徴収
と違反者への対応はフロリダターンパイクの責任で行
う。料金徴収はすべて ETC 専用であり，急行レーン
ネットワークが増加すると料金表示の複雑性が増す懸
念がある。州全体で急行レーンの表示を統一するなど
地域ごとの交通管理の運用に共通性を持たせることが
必要である。

　⑵コネクティド・ヴィークル（ネット接続車）

　ネットと接続し情報を常にやり取りする自動車につ
いても，将来のモビリティを大きく変えるものとして

写真―１　会議開催状況
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注目を集めている。アメリカでは 2016 年に規則を定
める動きがあり，GM は 2017 年に実用車を販売する
予定である。この車は事故の当事者ではないのに巻き
込まれる車の事故の 80％に対処できると考えられる
が，まだ解決すべき問題が多数残っている。また公共
機関の多くはシステムの改善の関係から，車のプロブ
情報をリアルタイムで入手したいと考えている。例え
ば交通信号制御，道路ネットワークの管理，動的な交
通コントロール，気象などへの対処などである。
　ネット接続車により貨物車や荷物の状況を把握した
り，自動車の車載 LAN を使った車同士のコミュニ
ケーションをサポートしたり，RFID やブルートゥー
スを使って路側との通信を行ったりすることができ
る。自動車データでは，VIN（車両ナンバー），スピー
ド，最高速度，走行距離，走行時間，保守状況，安全
性，保険，重量などが扱える。また時間と場所の特
定，積載貨物の電子的な操作，信用保証などにも使え
る。システムを利用して商業ベースのアプリケーショ
ン開発，コンプライアンスを守らせることや法的な強
制措置を取るなどの応用も可能である。
　ネット接続車はゲームチェンジャーになり得るが，
既存の交通環境に導入するのはかなり挑戦的な取組み
になる。技術や運営のコンセプトを始めさまざまなも
のが構造変更を強いられるだろう。
　自動運転については，現在実現の１歩手前まで来て
おり，2020 年ごろには実現するかもしれないとの認
識であった。完全自動運転のみになると道路の案内標
識などは不要になるかも知れないなど，大きな変革を
イメージさせる発言もあった。

８．展示会

　年次総会期間中には展示会も開催されており，民間
企業 23 社が有料道路に関する展示を行った。展示内
容は，交通管理システム，構造物モニタリングシステ
ム，道路運営管理委託サービス，資金調達サービス等
さまざまであるが，車載器とナンバープレート読取り
による電子課金システムの展示が一番多かった。
　日本からは中日本高速道路㈱が出展。路面性状測定
車，橋梁狭小空間用ウォータージェットシステム，現
場状況報告共有システムについての展示を行い，海外

の道路事業者，民間企業に自社製品・サービスを積極
的に紹介していた。

おわりに

　今回の年次総会を通して感じたことは，世界の有料
道路事業が新しい技術で大きく変貌を遂げようとして
いることである。最も顕著なのはフリーフローレーン
でのオープン・ロード・トーリングおよび事業者間の
相互運用への取組みである。これらは利用者および事
業者双方にメリットがあり，この傾向は今後ますます
加速すると思われる。さらに急行レーンやネット接続
車による渋滞のコントロール，自動運転などさまざま
な技術と組み合わせることで応用が広まってくると考
えられる。
　次回の年次総会は 2016 年９月にアメリカ合衆国デ
ンバーで開催予定である。移り変わりの激しい時代で
あり目が離せない会議になりそうである。

写真―２　中日本高速道路㈱ブース


