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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，人材育成の一環として，海
外の高速道路に関する最新のトピックや技術について
調査，情報収集する機会を広く提供することを目的と
しており，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 27 回，延べ 531 名に上る。

２．調査団概要

　本調査団は，欧州における道路構造物のうち，トン
ネルに着目し，その運営および維持管理について調べ
るため，トンネルを運営・管理する会社を訪問した。
訪問先は，フランス－イタリア国境を貫く長大トンネ
ルであるフレジュストンネル，モンブラントンネル，
スイス国内の長大トンネルであるゴッタルドトンネ
ル，並びにトンネルを多く管理するイタリアのアウト
ストラーデ社をそれぞれ訪問し，会合を持った。本調
査団は，６月 22 日㈰～ 30 日㈪までの７泊９日の行程
で実施された（図―１）。
　近年，道路構造物の老朽化等が特に顕著な課題と
なっているが，欧州でも長大トンネルのいくつかは開

通後数十年が経過し，またそのいくつかは火災事故を
経験し，トンネルの維持管理や運営についてさまざま
な議論や対策が講じられてきている。そこで本調査団
では，トンネルに着目してその維持管理について，ま
た長大トンネルにおける火災事故等の経験を経た，欧
州のトンネル運営に関する取組みについてトンネルの
管理会社，およびトンネルを多く管理する道路会社へ
それぞれ訪問し，意見交換および現地視察を実施した。

報　告

欧州におけるトンネル運営および
維持管理に関する海外調査

　公益財団法人高速道路調査会が平成 26 年６月 22 日～ 30 日まで実施
した，米国における道路構造物の点検および維持管理に関する海外調査
の概要を報告する。

第 52回海外道路調査団

図―１　全体行程
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３．訪問先概要

　⑴フレジュストンネル

　フレジュストンネルは，フランスのモダームからイ
タリアのバルドネッギアへ，輸送路としてリヨンとト
リノを結ぶ最短ルート上の道路トンネルで，ほぼ中間
地点に国境が存在する。開通は 1980 年，全長 12.87 ㎞，
平均交通量 4,500 台 / 日，幅員９ｍ，車線幅は 3.55 ｍ，
送風装置は天井板上部の片側１車線の対面通行であ
る。
　トンネルの維持管理・運営は GEF（Groupement d' 
Exploitation du Frejus）という会社が担っている。GEF
は SFTRF（フランスの高速道路管理会社）と SITAF
（イタリアの高速道路管理会社）が 50％づつを出資し
作られた会社である。フレジュストンネルは 1974 年着
工し，1980 年に竣工した。トンネルの地質は主に堅固な
頁岩から構成されており，爆破掘削により施工された。
　◎トンネル防災

　日本と比較して特徴的な事項はファイヤーゲート，
両坑口設置の料金所，トンネル消防体制，防訓練施設
（火災シミュレーター）の４項目である。トンネル防
災上，貨物トラックの通行は特に厳しく管理されてお
り，ファイヤーゲートと呼ばれるところを通過し，熱
センサーチェックを受け，許可を受けなければトンネ
ル通過はできない。さらに危険物積載車両の場合は車
両前後にパトロールカーが付き，出口までエスコート
している。火災が発生した場合の対応は，トンネル両
坑口，トンネル内２カ所に，計４台の消防車両，消防
隊員を 24 時間体制で配置し，２分以内に現場へ向か
うという迅速な体制をとっている。
　両坑口設置の料金所は防災上の役割として，トンネ
ル内流入交通量の制限，車間距離確保のためのゲート
「開」時間の調整を行っている。フレジュストンネル
において，最も特徴的なことの１つに消防隊員の訓練
施設，火災シミュレーターの設置がある。ここにトン
ネル内と同じ環境を再現し，炎，風，煙，全て実際の
火災現場と同じ状況を作り消火活動，救助活動の訓練
を行う（口絵写真）。トンネル火災に対しては消火・
避難だけでなく，救助するところまで管理運営部署が
行っている。

　⑵モンブラントンネル

　モンブラントンネルは，アルプス山脈のモンブラン
を貫き，イタリアのアオスタとフランスのシャモニー
を結ぶトンネルである。維持管理・運営としてフラン
スとイタリアの会社の共同体 Mont Blanc Tunnel and 
Autoroutes（ATMB）が運営している。（両国政府 
50％出資）
　アルプス山脈を貫くトンネルの中でも重要な輸送路
の１つで，1959 年より建設され 1965 年７月に開通し
た。開通当時は世界最長のトンネルで，片側１車線の
対面通行（全長 11.6 ㎞，幅 8.6 ｍ・車道幅７ｍ・高さ
６ｍ），平均交通量は約 4,000 台 / 日，うちトラック
が 2,000 台，通行速度は最高制限速度 70 ㎞，最低速度
50 ㎞ に定められている。
　◎トンネル防災

　南北坑口にトンネル交通管制室が設置され，管理方
法としてスキャーダシステム（道路占有システム）に
て約 40,000 項目の監視を 24 時間行っている。トンネ
ル入口部に大型車用ファイヤーゲート（写真―１）を
設置し，ゲート内にあるサーモグラフィーにて大型車
の異常過熱個所の監視を行い，異常車両の進入を制限
している。
　トンネル内に消防チーム要員を常時 10 人配置（中
央部３人・両国プラットホーム各３人・調整員１人）
し，両国間連携しての安全管理体制となっている。
　トンネル内設備は，消火栓等の非常用設備や非常電
話，CCTV 設備，ラジオ再放送設備（割込放送有）・

写真―１　入口部大型車ファイヤーゲート
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電光標示板の他，特筆すべき点とし 300 ｍごとに避難
安全シェルター（最大 45 人収容）が設置され避難坑
へのアクセスも可能で，安全シェルター内はテレビ電
話で管制と通話が可能でシェルター内の安全が確認で
き，避難通路により徒歩による避難および電気自動車
等で被災者を救助できるよう，レスキュー隊の配置な
ど安全管理者による安全管理体制がなされている。

　⑶ アウトストラーデ社・フィレンツェ高速道路管理セ

ンター

　アウトストラーデ社（Autostrade per I' Italia）フィレ
ンツェ高速道路管理センターは，高速道管理運営会社
アウトストラーデが 1999 年の民営化を経て 2007 年に
社名変更を行った現在のアトランティア社（AtlantiaS.
p.A.）のグループ会社で 100％子会社である。
　現在のアウトストラーデ社は 2003 年に設立され，
ローマに拠点を置き，会社概要としては社員数約 5,800
名で管理延長は約 6,000 ㎞，トンネルは 539 本，トン
ネル延長 300 ㎞ を管理運営している高速道路管理会
社である。このフィレンツェの高速道路管理センター
は，イタリアの高速道路（アウトストラーダ）の A4
と A11 を主に管理・運営し，A4 は，フィレンツェを
中心に南北にサッソ・マルコニー～キャンチャーノ・
テルメ間，東西では，フィレンツェ～ピサ間で道路延
長 約 302 ㎞ トンネル本数は 78 本を有している。
　交通量は１日 50,000 台，都市部では 90,000 台の交
通量があり，新しいプロジェクトとして延長 40 ㎞ う
ち９㎞ がトンネルとなる高速道路を建設中とのこと
である。
　高速道路の管理として，2004 年に発令されたヨー
ロッパ全域で統一された安全基準に準拠したマニュア
ルを作成し，その手順に従った対応を行っている。
　管理センター室は日本の道路管制センターと同じ役
割を果たしていて，大型のモニタが正面に設置されカ
メラの映像を通常はモニタしている。ここの高速道路
管理センターで監視している地域は第４トロンコ（「木
の幹」の意）と呼ばれ，全てのデータがここに集ま
り，道路状況，設備の状態を監視することができる。
また，設備の監視は別の場所にある４カ所の管理事務
所とそれぞれの管理事務所に２つのメンテナンス基地

があり，計８カ所のメンテナンス基地にも設備障害等
の信号は送られるようになっており，そこで設備関係
の対応を行っている。
　また，フィレンツェ高速道路管理センターから
５㎞ 程度離れた場所にあるメラランチョトンネル
（MELARANCIO TUNNEL）を見学した。
　◎トンネル防災

　メラランチョトンネルは，延長は 1,071 ｍであるが
安全基準の高いトンネルとなっている。トンネル内の
設備は，日本の高速道路と良く似ていて，非常電話，
消火設備，火災検知装置，非常口，避難坑，CCTV，
ジェットファン，ラジオ再放送（割込み有り），風向
風速計等が設置されている。日本の高速道路に無いも
のとして，モンブラントンネルと同様に，トンネル内
火災時に避難する非難安全シェルターがトンネル内に
数カ所設置されている。

　⑷ゴッタルドトンネル

　ゴッタルドトンネルは，スイス国内に存在する道路
トンネルで，世界第３位の長さを有する。ゴッタルド
峠を貫き北側のウーリ州ゲシェネンと南側のティチー
ノ州アイロロを結んでおり，ドイツのハンブルクとイ
タリアのシチリアを結ぶ最短経路の一部となっている。
　開通は 1980 年，全長 16.9 ㎞，片側１車線の対面通
行である。1970 年代からトンネル工事が始まり，当
時の最新の技術（避難口，換気口の設計）をもって，
施工費８億 50 万スイスフランで工事を始めた。
　ゴッタルドトンネルの建設は，当時の欧州では非常
に画期的な事業であり，スイス国内においても南北を
結ぶという大きな野望を達成した事業であった。
　このトンネルはスイス連邦で維持・管理をされてお
り，交通網の管理はスイス連邦政府道路局（Astra/
OFROU）の総合管理局で行っている。トンネルの管
理主体はウーリ州のヒューレントにある施設が中心と
なっており，マネジメント，メンテナンス，運営，建
設の４部門で運営している。
　トンネル交通の監視や規制については，ウーリ州の
警察が行っており，大型トラックの運行調整や車重の
検査も，警察が北坑口にある検査施設で行っている。
また，現在，南側検査施設を計画中である。
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　◎トンネル防災

　トンネルの換気・排煙は横流方式で，南北両坑口に
換気所がある他，４本の換気立坑がアルプス山脈を貫
通している。
　2001 年に大きなトンネル火災事故があり，それ以
降，排気口の拡大と追加設置を行っている。この際，
排煙自動制御も取り入れられ，排煙設備が稼動する
と，12 分以内にトンネル内の空気を全て入れ替える
ことができるようになっている。
　避難については，本坑建設時から専用の避難トンネ
ルがあり，本坑と 50 ｍ以内ごとに避難安全シェル
ターで接続されている。
　トンネル坑口には信号が設置され，車両の進入につ
いてコントロールしている（写真―２）。
　点検については，実施時間が限られており，年々，
交通量が増えているため，点検管理が難しくなってい
る。近年では，塩分を含んだ水による被害が増えてお
り，塩害に対する日々の点検が必要になっている。
　照明設備や非常口の誘導標識などの清掃は，専用の
清掃車両で行っている。

　おわりに

　フランスの高速道路は全延長の 80％にて通行料を
徴収しており，料金収受は「t：telepeage」といわれ
る，フランス版 ETC が整備されている。スイスでは
高速道路に料金所はなく使用回数にかかわらず年間使
用料の 40 スイスフラン（約 4,500 円）で，ヴィニエッ

トといわれる年間通行券を購入しフロントガラスに貼
りつけて，支払済み車両であることを確認している。
罰金は 200 スイスフランとのこと。国によって料金徴
収の考え方もさまざまであった。今回３カ国４機関の
道路管理者と意見交換を行い，安全に対する取組み等
を紹介してもらった。1999 年３月に発生したモンブ
ラントンネル車両火災事故を教訓として，安全基準が
大幅に強化された。危険物搭載車両には前後に道路管
理者のパトカーが先導をしたり，トンネルに入る大型
車両は必ず，異常発熱がないかチェックするファイ
ヤーゲートを通過させたり，特殊消防車等の消防施設
を所有・運営したり，日本にない安全基準には驚かさ
れた。
　現地は５月に雪解けを迎え，７月・８月のバカンス
を前に６月は保守工事の最盛期で，いたるところで，
対面通行を実施して工事が行われていたが，日本と違
い規制標識の枚数が少なく，運転マナーの良さがうか
がえた（写真―３）。
　モンブラントンネル，フレジュストンネルはイタリ
アとフランスの国境を跨ぐ，日本ではありえない環境
下のトンネルで管理の難しさを学ぶことができた実り
多き調査であった。

写真―２　坑口部信号

写真―３　車線規制状況（対面通行シフト部）


