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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として 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。
毎年，年次総会が開催されており，今年はアメリカ合
衆国コロラド州デンバーでの開催であり，22 カ国か
ら約 700 人が参加した。年次総会においては，有料道
路事業に関する最新の取組みについての紹介がなされ
るほかに，事業者間の情報交換および交流の機会が設
けられている。
　今回デンバーで開催された第 84 回年次総会では，
E-470 Public Highway Authority（E-470 高速道路公
社）がホスト役を務めた。同公社は今年設立 25 周年を
迎え，デンバー都市圏外周を沿う形となっている有料
道路 E-470 を管理しており，周辺の８つの地方自治
体の代表からなる理事会により監督運営されている。

１．テクニカル・ビジット

　開会式の前日には，「E-470 の拡幅事業」と「管理

主体が異なる３つの道路の一体運用」という２つの
テクニカル・ビジットが開催された。ここでは後者の
Colorado DOT, Plenary Roads Denver および
Northwest Parkway による３路線の一体運用につい
て報告する。
　このテクニカル・ビジットは，Colorado DOT（コ
ロラド州交通局），Plenary Roads Denver（プレナ
リー社デンバー）および Northwest Parkway（ノー
スウェスト・パークウェイ有限会社）の３者が，「技
術」，「イノベーション」および「協働」により，各々
の道路を一体的に運用することにより地域社会に効率
の良い移動手段を提供している実態を紹介するという
ものである。ルートは，デンバー中心街から I-25（州
間高速道路 25 号線）を北上し，Northwest Parkway
（ノースウエスト・パークウェイ）に接続。その後は
Northwest Parkway を西進し，一部一般道を通行し
た後にUS 36（国道 36 号線）を南下してデンバー中
心部に戻るというものである。
　まず，デンバー中心街から I-25 を北上する際には
途中まで既存の I-25 の中央分離帯に設置された
Express Lane（急行レーン）を利用したが，この
Express Lane は PPP を活用した有料HOVレーンと
なっており，午前と午後で進行方向が変わる１車線の
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ついて報告する。
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みのリバーシブル運用である。目的は高速道路利用者
に有料の Express Lane という選択肢を提供し，大き
く交通容量を増加させることなくデンバー中心部にお
ける混雑を緩和することである。
　Northwest Parkway についてはコンセッション方
式のもとBrisa 社により運営管理がなされている。課
金については Open Road Tolling（フリーフロー課
金）による車載器とナンバープレート読み取りの併用
となっており，現金による収受は行っていない。車載
器による利用を増やしたいとの考えがあり，車載器に
よる課金はナンバープレート読み取りによる課金より
も手数料が安くなっている。また，コロラド州に登録
されている車についてはナンバープレート照会無しで
ナンバープレート読み取りによる課金が可能となって
いる（利用車の 91%がコロラド州登録）。ただ，レン
タカー利用の外国人ドライバーなど課金する料金が徴
収費用に見合わない場合には，徴収をあきらめざるを
えないケースもあるとのことであった。
　Brisa 社の担当者の話によると，コンセッションの
元請けではあるがさまざまな業務をアウトソーシング
し，できるだけ少人数で運営しているとのことである。
例えば，車載器による課金処理については接続してい
る有料道路 E-470 を管理する E-470 Public Highway 
Authority にアウトソーシングしているとのことであ
り，交通管理業務やナンバープレート読み取りによる
課金処理なども他社にアウトソーシングしている。
　３つの道路は道路管理者が異なっているが，フリー
フロー課金により料金所で停車することなく課金を
行っている。そのため，テクニカル・ビジットで通行

した区間については一部で一般道を利用するが有料区
間においてはシームレスな走行が可能となっており，
料金支払いへの抵抗が少ないと感じた。

２．Toll Excellence Award 授賞式

　Toll Excellence Award は，昨年まで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ったが，今年より
Private Sector Innovation 部門が追加され６部門となっ
た。そして，最も優れたものが President’s Award と
して最優秀賞に選出される。
　今年のPresident’s AwardはNorth Carolina Turnpike 
Authority（ノースカロライナ有料道路局）が「複数
の道路事業間での車載器相互運用」プログラムで受賞
した。
　このプログラムはノースカロライナ州，フロリダ
州，ジョージア州および E-ZPass が利用できる全て
の州において利用できるNC Quick Pass の車載器の
利用促進策である。アメリカではさまざまな規格の車
載 器 が 存 在 し て お り，North Carolina Turnpike 
Authority は 2013 年よりフロリダ州やジョージア州
における車載器の相互利用を進めてきた。NC Quick 
Pass により利用者により快適で便利なサービスを提
供していることが評価され，今年の受賞につながって
おり，さまざまな規格が存在するアメリカやヨーロッ
パなどにおいては Interoperability（事業者間の相互運
用）の取組みが盛んであることが背景となっている。

３．基調講演

　基調講演を行った Pete McBride 氏は写真家，映画
製作者，作家であり，60 カ国上でナショナルジオグラ
フィック協会の仕事を行ってきた。今回はMcBride 氏
自身が作成した “National Geographic Live! ‒ Chasing 
Rivers, Part １： The Colorado” をもとにコロラド川
の再生についての講演であった。
　内容については有料道路とあまり関連性がなかった
が，プレゼンの構成，話し方など，勉強になる点が多
く，上手なプレゼンをじかに体験できたことはいい経
験となった。写真―１　Northwest Parkway の料金所
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４．全体会議および分科会

　今年の年次総会では，４つの全体会議と９つの分科
会が行われ，有料道路についての最新の取組み，建
設・管理の財源確保，道路政策，先進技術などについ
てプレゼンテーションおよび質疑応答が行われた。本
節ではその中から昨年まではあまり取り上げられてい
なかった課題を中心に報告していく。

　⑴コロラド州について
　今回の年次総会はコロラド州デンバーで開催された
が，過去 25 年間にコロラド州では人口流入および自
動車利用が大幅に増加してきた。1991 年に 330 万人
だった人口は 2015 年に 540 万人にまで増加し，州内
の走行台キロも 1991 年の約 446 億台キロから 2015 年
には約 793 億台キロへと大幅に増加している。また，
これからの 25 年間で人口も走行台キロも 50%近く増
加すると予測されており，そのため道路インフラへの
需要が非常に高くなっている。
　この道路インフラへの需要に対応するため，コロラ
ド州交通局としては技術を活用して「safety（安全）」，
「mobility（移動手段）」および「transport（輸送）」
という面からさまざまな改善を行っているとのことで
ある。具体的には，Open Road Tolling（フリーフロー
課金）による Express Lane（急行レーン）をデン
バーを中心に広域展開することにより道路利用者に移
動の選択肢を提供し，道路運用の改善と走行時間の短

縮を実現しているとのことであった。

　⑵顧客情報に係るセキュリティについて
　顧客情報，プライバシー，そしてそれらを管理する
システムを，悪意ある第三者から守ることは今後ます
ます重要になっていくと考えられる。有料道路事業に
おいても電子課金の導入，有料道路事業者間での相互
運用などにより顧客情報をより一層厳格に管理するこ
とが求められているが，この課題について，サイバー
セキュリティの最前線で活躍する現役の FBI 捜査官
や退役軍人などをパネリストにプレゼンおよび質疑応
答が行われた。
　そもそも政府機関や企業へのハッキングは静かに行
われ，攻撃されていることが分らず損害が拡大しやす
い。2015 年には世界で確認されているだけでも 2,000
件以上のシステムへの不正侵入が行われており，シス
テムへの不正侵入による損害は１件当たり 1,500 万ド
ル（約15億円）となっているとのことであった。また，
クレジットカード情報が不正侵入者にとって最も魅力
的な標的であるとのことである。
　顧客は自分の情報が安全に管理されていると思って
いるため，企業が不正侵入を許してしまい，事後対応
が拙いと築き上げた評判や信用を一挙に失うことにな
る。有料道路事業の場合，不正侵入などにより評判を
落としてしまうと，利用者の現金回帰により業務効率
の低下と料金所での混雑が予想されるとの見方が示さ
れていた。
　サイバー攻撃への万能薬はないが，パネリスト達の
アドバイスを要約すると，①業務の全過程において予
防対策重視の考えを持つ，②情報セキュリティを最優
先の経営課題とする，③攻撃側のシステム侵入への費
用を上げるべくシステムを強化する（攻撃の費用が高
いとなれば攻撃されない），④サイバー攻撃を想定し
た BCP（事業継続計画）およびDRP（復旧計画）を
策定する，⑤能動的かつ自動的に対応できるように訓
練する，ということであった。

　⑶混雑や財源不足への対応
　都市部における混雑と燃料税の減少に伴う財源不足写真―２　会議開催状況
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については多くの先進国で見られる現象であり，対応
策として利用者負担による有料道路化や混雑税の徴収
などが考えられる。しかしながら，これらの手法だけ
ではなく，その他の方法による対応策として，Autonomous 
Vehicle（自動運転車），Connected Vehicle（ネット
ワークに常時接続する自動車），Express Lane の導入
が全体会議や分科会で取り上げられていた。具体的に
は，Autonomous Vehicle，Connected Vehicle，
Express Lane により，道路利用者としては移動手段
の選択肢の増加，安全な移動，遅延の減少，定時性の
向上などのメリットを享受でき，道路事業者としては
交通容量の増加，業務費用の低減，混雑緩和につなが
るという趣旨であった。
　Express Laneについてはすでに多くの地域で運用さ
れているため，紹介されている事例なども目新しいも
のはなかったが，その分事例が豊富で具体的であった。
Autonomous Vehicle と Connected Vehicle について
はまだ実験段階もしくは試行段階であるということも
あるのだろうが，発表内容も構想や概念の紹介という
感じであり結論も抽象的で一般的なものであった。

　⑷その他
　アメリカやヨーロッパの有料道路事業においては，
Open Road Tolling（フリーフロー課金）および
Interoperability（事業者間の相互運用）への取組みが
盛んである。電子課金の規格がほぼ ETCのみである
日本とは状況が全く異なり，欧米においては各国もし

くは各州により規格が異なっている。そのため利用者
および事業者双方にメリットがある Interoperability
への取組みが紹介されていた。
　欧米共に技術的な課題は克服しており，一部におい
て相互運用が進んでいる。しかしながら車載器の更新
時期や費用面でアメリカ全土やヨーロッパ全域での相
互運用を現時点で展開することは困難であるとの報告
であった。

５．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 46 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，コンサルティング
サービス，バックオフィス機能代行サービス，強制徴
収代行サービス等さまざまであった。
　今年はアメリカで開催されたためか，強制徴収代行
など有料道路事業のバリューチェーンの一部に特化し
た展示が多く見受けられた。有料道路事業はさまざま
な業務から成り立っているが，それぞれの業務を機能
的にまとまりのあるひとつのサービスとして提供する
会社の存在により，PPP 事業者などは一番効率的に
サービスを提供してくれる企業に各業務をアウトソー
シングするという傾向が今後ますます加速し，全てと
まではいかなくても有料道路事業がモジュール化する
のではないかと感じられた。
　日本からは中日本高速道路㈱が出展。舗装管理や交
通管理についてのコンサルティングサービスの紹介を
行っていた。

おわりに

　次回の年次総会は 2017 年９月にアメリカ合衆国ア
トランタで開催予定である。当法人としては今後もこ
のような国際会議を通じて，海外の有料道路事業にお
ける取組み事例を収集し，紹介していくこととしたい。

写真―３　展示会


