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はじめに

　2012 年４月 29 日，ゴールデンウィーク前半に関越
自動車道で高速ツアーバス乗客７名が死亡，39 名が
重軽傷を負う重大な事故が発生した。この事故を受け
て，政府は貸切バスの交替運転手の配置基準を見直す
など，ドライバーの休憩・体調管理に着目した対策が
取られている。
　一般道とのアクセスがインターチェンジに限られて
いる高速道路において，ドライバーが十分な休息を取
れる場所は休憩施設に限られている。疲労や居眠りに
よる交通事故削減のため，国内では魅力的で立寄りや
すい休憩施設の実現に向けた努力が日々積み重ねられ
ているところである。このような状況の中で海外の高
速道路関係機関，あるいは休憩施設運営会社がドライ
バーに対し，どのように交通事故防止の啓発を行うと
ともに，積極的に休憩をとってもらうべく休憩施設を
整備・運営しているか調査を行ったものである。

１．調査概要

　公益財団法人高速道路調査会が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，2000 年以降では本調査団を含め
計 29 回実施し，参加者は延べ 559 名にのぼる。
　今回の調査団は，ハンガリー，オーストリア，スイ
スの３カ国を対象に 10 月 15 日㈬～ 22 日㈬までの６

泊８日の行程で調査を実施した（図―１）。
　オーストリアとスイスでは，高速道路関係機関と休
憩施設の運営，事故防止啓発に関する意見交換を行う
とともに，３カ国それぞれで高速道路休憩施設の運営
状況に関し現地視察を実施した。
　なお，今回訪問した３カ国の有料道路では一部の特
殊区間を除き料金所がなく，3.5 トン未満の車両が高
速道路を通行するためにビニェットと呼ばれるステッ
カーを購入する必要があるという点で共通している。
しかし，3.5 トン以上の大型車に対しては各国が異な
る課金システムを採用しているため，国境を超えて通
行する大型車は，各国の課金システムに対応した車載
器を搭載する必要がある（写真―１～２）。

報　告

欧州における休憩施設運営状況および
事故防止の取組みに関する海外調査の報告

　公益財団法人高速道路調査会が平成 26 年 10 月 15 日～ 22 日まで実施
した，欧州における休憩施設の運営状況および事故防止の取組みに関す
る海外調査の概要を報告する。

第 54回海外道路調査団

図―１　全体行程
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２．訪問先との協議

　⑴オーストリア
　今回訪問したのは，オーストリアの有料道路会社で
あるASFINAG（Autobahnen unt Schnellstrassen 
Finanzerungs Aktiengesellshaft）の交通管理センター
で，ASFINAG およびグループ会社である ASFINAG
サ ー ビ ス 社 と 意 見 交 換 を 行 っ た（写 真―３）。
ASFINAG は，オーストリア政府の持株会社であり，グ
ループ会社を含め社員約 2,600 名で国内 2,178 ㎞ の有
料道路を管理している。このうち，ASFINAG サービ
ス社は保全・交通部門を担当している。
　ASFINAG は，高速道路における死亡事故の１/３
が疲労によるものと分析しており，休憩施設ではドラ
イバーに十分な駐車スペースと利用目的にあった設備
を提供することを目標とし，休憩施設の量と質を改善
していく計画である。
　現在，オーストリアには 258 カ所の休憩施設があり，
約 15,000 台の乗用車駐車ますと 5,000 台の大型車駐車
ますを有している。しかし，2011 年に実施した調査で
は，大型車が飽和状態の休憩施設もあり，ASFINAG は
2020 年までに休憩施設を 271 カ所に増やすとともに，
既存の休憩施設の拡幅，あるいは用地買収が困難な場
合，用地内での改良を行う計画を立てている。
　ただし，オーストリアでは，休憩施設のサービスレ
ベルにより管理運営形態が異なるため，ASFINAG が
改良を計画している休憩施設は限定されている。
　オーストリアの休憩施設はサービスレベルに応じて
サービスステーション（SS），サービスエリア（SA），
およびパーキングエリア（PA）の３種類に分類されて
いる。このうち，SS は給油所があることが条件で，最
も高いサービスレベルと位置づけられている。現在，
SS は 87 カ所あり，そのうちレストランがあるのが
54 カ所で，19 カ所はホテルも併設している。

　この SS では，ASFINAG に有料道路のコンセッショ
ンを認める法律が制定された 1997 年以前に，国・州が
休憩施設運営会社と土地の賃貸借契約を締結していて，
この中に契約の破棄はできないという条項があり，この
契約を ASFINAG が国・州から引継いでいる。したがっ
て，ASFINAG はこの契約を破棄して SS を改良するこ
とはできないのである。ASFINAG と休憩施設運営会
社とは，土地の賃貸借契約

（注）

のほかに，設備の設置義務
に関する契約，建物の保険加入義務に関する契約，お
よび賃貸借料に関する契約などがある。
　SA と PA は ASFINAG が管理・運営していて，SA
は 46 カ所，PA は 125 カ所ある。SA はトイレ，園地，
ベンチのほか，飲物とスナックの自動販売機，シャワー，
遊具などが設置されている。PA は古い時期に整備さ
れた休憩施設でトイレもないものもあり，今後改善し
ていく予定である。また，SA・PA とも無人管理の休
憩施設であるが，１時間に１回巡回が行われている。
また，SA はビデオカメラによる監視も行っており，緊
急時に警察へ通報する警報装置と ASFINAG のコール
センターの電話番号を明示した看板も設置されている。
　休憩施設の質については，ドライバーの声を聞いて
いくことが改善につながると考えられており，顧客満
足度を測るため CS 指標が定められている。CS 指標
は休憩施設だけでなく，料金設定，工事，接客態度な
ども対象としており，電話やアンケートをもとに集計し
ている。ここで得られたドライバーの意見をもとに，
すべての SA で無線 LAN 設備を整備するなどの対策を
講じたため，休憩施設に関する評価は高まってきてい
る。ただ，CS 指標は SS より SA の評価が高い傾向に
ある。この主な理由は，SS のトイレが有料なことや食
事やガソリンなどの値段が市中より 15 ～ 20％高いこ

写真―１ 　オーストリアの車載器 
（GO-BOX）

写真―２ 　バスに搭載されていた各国
の車載器

写真―３　ASFINAGとの意見交換

　（注）　オーストリアでは，慣習的に土地と建物を一緒に扱うため，
建物の賃貸借契約も含まれる。
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とが原因ではないか，と ASFINAG は分析している。
一方，SA のトイレは無料であるものの，ASFINAG
は１日７回清掃し衛生面へ配慮している。
　近年，高速道路のドライバーが一般道に降りて休憩
や食事する傾向が増えているが，ASFINAG としては
このような事態は避けたいと考えており，SS のサービ
ス向上のため，年に１回休憩施設運営会社のコンテス
トを実施している。このコンテストの審査基準は，トイ
レ清掃，価格設定，食事のおいしさ，接客態度，およ
び運営会社名の明示などである。評価は ASFINAG
社員が行い，またその結果は新聞やマスメディアに公表
している。
　休憩施設の情報提供は ASFINAG のウェブサイト
に休憩施設の一覧，および各休憩施設の設備情報を提
供している。高速道路を走行中のドライバーには標識
による案内を行うとともに，特に大型車のドライバー
へは可変標識を使った大型車駐車ますの満空情報を提
供している。欧州において長距離ドライバーは一定距
離走行すると休憩を取ることが法令で規定されてお
り，あらかじめ運行計画を作成する必要があるが，こ
の運行計画どおりに休憩施設に立寄った場合，満車の
休憩施設に入って来る恐れがあるため，ビデオカメラ
や各地域にある管制センターから得られた情報をもと
に満空情報を提供しているものである。
　疲労を予防する方法などの交通安全啓発に関する情
報は，SA の看板やウェブサイトで広報している。ま
た，ASFINAG では疲労やドライバー心理に関する研
究調査も行っている。例えば，夜間高速道路走行時の
ドライバーの疲労状況を測るため，医学的センサーを
装着したドライバーによる夜間走行試験や，実際の大
型車ドライバーの瞳の動きに着目した運転中の集中力
に関する調査を実施し，夜間は２時間おきに休憩する
ことが重要であること，また 53％のドライバーは集
中力に何らかの問題があることが判明した，としてい
る。ただし，疲労や集中力の低下は数字では表せない
ため，法律による取締りができないことが課題とのこ
とだった。

　⑵スイス
　スイスでは，首都を擁するベルン州内のグラウホル
ツ休憩施設にて FEDRO（Bundesamt für Strassen），
および bfu（Beratungsstelle für Unfallverhütung）と
意見交換を行った。
　スイスでは 2012 年末時点で 1,808.5 ㎞ の高速道路
が供用されており，連邦政府機関である FEDRO が

所掌している。スイスは州（Canton）に多くの行政権
限を委ねているが，外交・治安・運輸交通という，国
全体で調整が必要な分野は連邦政府機関がその権限を
有している。
　スイスの高速道路の休憩施設は２種類に分類されて
いて，１つは給油所，レストラン，食品売場，売店な
どを備えたサービスエリア（SA）であり，もう１つは
トイレと駐車場だけの無人のパーキングエリア（PA）
である。法律でも SA は豪華な設備にしてよく PA は簡
単な設備とする，と規定されている。現在，スイスには
63 カ所の SA と 250 カ所の PA がある。
　SA の運営は，土地の所有者である州と建物を所有
している休憩施設運営会社とが共同で行っている。こ
のため，駐車場の拡幅工事などは州が管轄している。
休憩施設の設置間隔は，PA が 15 ～ 20 ㎞，SA は 40 ～
50 ㎞ が基準である。
　スイスでは，2011 ～ 2013 年にかけて bfu が大規模
な交通事故防止啓発活動を実施している。bfu は，1938
年に保険会社が交通事故削減を目的として設立した私
設財団で，毎年車両保有者が支払う車両保険の 0.75％
が基金に積み立てられている。bfu の活動は，事故防
止のためのハード・ソフト対策に関するアドバイスが
主体である。
　bfu は過去の事故データから，交通事故の主な原因は
疲労によるもので，その疲労の原因は睡眠不足と分析
している。また，睡眠不足による疲れを取り除くため
には 15 分間の熟睡が唯一の方法との判断から，「ター
ボスリープ」というキャッチフレーズの事故啓発キャ
ンペーンを３年間実施した。キャンペーンには毎年約
２億円の費用を費やし，ポスター，チラシ以外にもテ
レビ広告，キャンペーン専用のウェブサイト，ソー
シャル・ネットワーク・サービスなどを活用してい
る。また，国も 2011 年３月 14 日を「ターボスリープの
日」と定めキャンペーンを推奨し，この状況はテレビ
ニュースにも報道されている。
　このキャンペーンの効果を測るため，実際の事故件
数の推移とアンケートやヒアリング結果を基に評価を
行ったところ，対象者の約 75％はターボスリープの重
要性は認識したが，実行動は十分にともなっていない
ということが課題である。

３．休憩施設運営状況の視察

　今回の調査団では，主に有人の休憩施設を視察した。
また，オーストリアとスイスでは，視察時に休憩施設
運営会社からヒアリングを行った。
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　まず，ウィーンから約 210 ㎞ 西方の A１高速道路に
あるリンダッハ北 SS（Lindach Nord Raststion）では，
ローゼンバーガ社（Rosenberger Restaurant GmbH）の
ボルナー最高執行責任者（COO）から運営方針を伺っ
た（写真―４）。ローゼンバーガ社は，休憩施設のレ
ストランを中心に経営している会社であり，オースト
リア国内 17 店舗のうち 16 カ所が SS のレストランで
ある。リンダッハ北 SS でもレストランと売店を運営
しているが，給油所は別会社が運営している。レスト
ラン運営にあたっては ASFINAG と総売上げの３％
を賃借料として支払う土地の賃貸借契約を締結してい
て，総売り上げは年約５億円とのことである。ボルナー
COO は，一般道のレストランとの競争が激しくなって
きており，顧客のニーズに対応するには，サービスタ
イムをあげることがもっとも重要との意見で，リンダッ
ハ北 SS では従来のメニュー形式の食事からバイキン
グ形式に変更することで平均 40 分のサービスタイムを
目標にしている。また，家族連れに対しては子供への
サービスが重要で，子供向けのスペースも増やしてい
くとのことであった。
　スイスではグラウホルツ SA で，グラウホルツ社
（Grauholz Hotel & Restaurant AG）のビーダマン社
長から話を伺った（写真―５）。グラウホルツ社は 1976
年に設立された会社で，世界的なホテルチェーン会社
の傘下のもと，グラウホルツ SA のホテル，およびレ
ストランの運営を行っている。社員は 110 名で，その
ほとんどがグラウホルツ SA で勤務している。土地は
会社が設立された 1976 年から 99 年間の賃貸借契約を
州と結んでおり，その賃貸料が総売り上げの３％とい
うのはリンダッハ北 SS と同じである。ただし，建物
はグラウホルツ社の所有である。会社設立当初は日交
通量 1,500 台で SA もカフェだけの設備だったが，現
在は交通量も 10 倍となりレストラン，食品売場に加え
ホテルもある。グラウホルツ SA の利用客は年約 100

万人で，グラウホルツ社の総売上
げは年約 13 億円である。グラウ
ホルツ社ではサービスタイムを 30
分以内にすることが目標で，メ
ニューの注文は携帯型端末を使っ
て厨房に情報を送るシステムを使
うなどサービスタイム短縮の工夫
を凝らしている。ホテルは 62 のダ
ブルベット部屋があり，客室稼働
率は約 75％でスイスのホテル平均
65％より高い。なお，ここでも給

油所は別会社が運営していた。
　本調査団で視察した休憩施設では，ハンガリーのモ
ソン休憩施設（Moson Pihenõhely）の大型車駐車ま
す近くに設置された第２トイレとオーストリアのロッ
ゲンドルフ SA（Roggendorf Rastplatz）以外，トイ
レは有料だった。ビーダマン社長によれば，グラウホ
ルツ SA のトイレは４年前から１フラン徴収し，領収
書を発行しているが，売店で買い物をしたときにその
領収書を見せると割引するシステムとしている，との
ことだった。ただし，約 1,000 人 / 日のトイレ利用客
で，売店で領収書を提示し買い物をする人は 65％程度
なので，残り 35％の収入でトイレ清掃費の多くを賄っ
ている。
　また，今回訪問した３カ国とも給油所に売店やコー
ヒーショップが併設されており，多くの客は給油所だ
けの利用も多い。これ以外のサービスでは，国境近く
の休憩施設では両替所があり，日本円も現地通貨に換
金できた。
　なお，オーストリアの無人 SA は飲料・食品は自動
販売機でしか提供されていないことを除けば，駐車ま
すが多い，鋪道・園地の空間が広い，15 分で１ユーロ
の暖房付シャワー室がある，などゆったり休憩をとり
たい大型車ドライバーには利用しやすい施設であると
感じた。

おわりに

　今回の訪問では，高速道路関係機関および休憩施設
運営会社から休憩施設の運営管理の手法から改良目標
について説明を受け，意見交換をすることができた。
　また，日本での事故防止対策の状況に関する説明も
交えながら，オーストリア，スイスでの事故防止に関
する取組みに関してヒアリングができた。今後とも，
お互いの取組みを業務にフィードバックしながら，定
期的に情報交換することが有意義であると思われる。

写真―４ 　ローゼンバーガ社COOの説明 写真―５ 　グラウホルツ社社長からの
ヒアリング


