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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，一般公募によって
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 32 回，延べ 622 名に上る。

２．調査団概要

　本調査団は，欧州における高速道路の料金制度や料
金収受，交通管理および維持管理業務に関して，最近
の取組みを調査するため，今回はハンガリーとスロベ
ニアに着目し，両国における高速道路会社や料金収受
会社，交通管制センターなどを訪問した。ハンガリー
における訪問先は，ハンガリー国内の料金収受業務を
行うNational Toll Payment Services PLC，高速道路
会社であるHungarian Public Road PLC が管理する
高架橋の現場視察およびMecsek Highway Company
のトンネル管制センターである。またスロベニアにお
いては，同国の高速道路会社であるDars の本社，交
通管制センターおよび料金所である。本調査団は 27

名により編成され，６月 15 日㈬から 22 日㈬の６泊８
日の行程で実施された。
　両国とも欧州連合（EU）加盟国であり，EU にお
ける各種交通政策のもと，高速道路の建設・管理事業
が進められている。また両国ともに有料道路制度が敷
かれ，当初，ビニエット方式で始められた課金システ
ムは，既にハンガリーでは GPS を用いた最新鋭の大
型車課金システムが導入されている。本調査団では，
これら料金収受システムの他，高速道路会社における
交通管理や維持管理に関して，現地調査および意見交
換を行ったものである。以下では，スロベニア，ハン
ガリーの順に，調査結果を報告する。

３．スロベニアの高速道路

　⑴概要
　スロベニアは，国土面積が約２万㎢と四国地方に
匹敵する大きさで，人口は約 200 万人である。高速道
路ネットワークは図―１に示す通りで，全長は 610 ㎞
である。今回の調査ではスロベニアにおける国営の高
速道路運営会社であるDars を訪問した。同社は 1993
年に設立された会社で，従業員は 1250 人，会社の主
な活動は高速道路の建設，維持管理および料金収受で
ある。料金徴収による収入は年間３億７千万ユーロに
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上り，その資金は道路建設時の借金返済および維持管
理の財源となっている。

　 ⑵料金収受システム
　料金収受システムは，車両重量に応じて２種類に分
けられている。車両重量 3.5t 以下はビニエット方式
で，3.5t 以上は日本の ETC に当たるABC 方式また
は一般方式となっている。
　3.5t 以下で採用しているビニエット方式は，2008
年から導入されおり，事前に利用期間（１週間，１カ月，
１年，二輪車は１カ月の代わりに半年があり）が決め
られたチケットを購入し，フロントガラスに貼りつけ
て使用するものである（写真―１）。期間内は走行距
離や利用回数に制限なく利用することができ，普通車
の場合の利用金額は，年間 14,000 円程度である。ビ
ニエットは 17 代理店，1500 店舗で販売されており，
スロベニア人の９割が 12 月～２月に年間チケットを
購入し，夏季バカンス期には外国車が短期間チケット
を購入している。
　ビニエットが適正に使用されているかどうかを確認
するため，国境付近における料金所やサービスエリア
等でビニエットの検査を行っている。検査方法は双眼
鏡などの目視で行われ，違反者には 300～ 500 ユーロ
の罰金が課せられる。また，ビニエットは偽造防止対
策として，再貼り付け防止のホログラムが導入されて
いる。さらに，ビニエットの色は，毎年変更されるこ
とも違反防止となっており，隣国のオーストリアと同
じ色を採用している。

　一方，3.5t 以上の車両はABC方式または一般方式
となっており，主に貨物輸送などの大型車両向けに，
対距離課金方式が採用されている。ABC方式では，
各車両は車載機を搭載し，料金所通過時に 2.5GHz 帯
の無線通信により支払われる。料金所の通過制限速度
は 40 ㎞/h となっている。また，一般方式では，料金
収受員のいる一般レーンにて一旦停止のうえ，現金，
クレジットカードまたはプリペイドカードで支払うこ
ととなっている。なお，このような料金所は現在 28
カ所設置されている。

　⑶料金所における運用
　料金所の運用実態を調べるため，ハンガリーに続く
高速道路A１号のKompolje 料金所を訪問した。この
料金所では，職員の４割が社員で，残りは学生アルバ
イトにて対応している。勤務体系は３シフト制，８時
間交代である。本料金所では４カ所の無人料金所も管
理しており，異常があれば料金所から職員が直接行っ
て対応し，機械的な故障は修理センターに修理を依頼
している。料金収受員の料金所から各ブースへの移動
はベストを着用し，安全通路が設置されている場合は
安全通路を利用する。
　料金所では違反者の検査が行われ，違反車両にはそ
の場で罰金を払わせている。ビニエットをつけていな
い利用者には購入してもらい，購入できない場合は車
輪にタイヤ止めを装着し，走行できないようにしてい
る。また，違反者が逃走した場合，その者が外国車の
場合は，警察に連絡し取締りを行ってもらい，違反者

図―１　スロベニアの高速道路ネットワーク 写真―１　ビニエット使用状況
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が自国車の場合は，その勤務している会社に通報して
いる。因みに，違反者の90％は外国人とのことであった。

　⑷交通管制センター
　Dars が有する交通管制センターは，大きい所が３
カ所，その他の３カ所はサブセンターとなっている。
今回訪問した交通管制センターは，国全体をカバーす
る交通管制センターを兼ねており，リブリャーナの幹
線道路およびクロアチアへ続く高速道路の管理を行っ
ている。年間最大交通量は夏季のバカンス時期で，
６～７万台 /日である。通信ネットワークは，他の交
通管制センターとも繋がっており，それぞれがバック
アップできるようになっている。本線上には監視装置
が設置され，交通量が増えた場合は規制速度が 100 ㎞/
h から 50 ㎞/h へ自動的に下げられる。また，トンネ
ル内の照明は，交通量により自動的に明るさを調整し
ている。
　同じフロア内にある交通情報センターと情報が共有
され，ラジオやテレビ等のメディアへの発信を行って
いる。さらに自社で開発したスマートホンアプリで
は，所要時間，渋滞情報，事故などの情報発信を行っ
ている。また，高速道路が閉鎖された場合は，利用者
が近隣諸国を通行する必要が生じるため，クロアチ
ア，ハンガリー，オーストリアおよびイタリアの交通
管制センターと連携している。
　事故処理は，基本的に警察と消防が対応しており，
日本の交通管理隊のような部隊は有していない。緊急
作業は自社部隊で対応しているが，対応不可の場合は
社外専門会社にて補修を実施している。また，事故発
生時の一般車両の通行方法は日本とは違い，緊急車両
がセンターライン付近を走行できるよう，一般車両は
左右の路肩側を走行するように誘導される。なお，こ
のような通行方法はスロベニアの法律により定められ
ているとのことであった。
 
　⑸高速道路調査
　今回現地調査を実施した高速道路等は，ハンガリー
の国境からリブリャーナへ続くA５号とA１号，リ

ブリャーナからオーストリア方面に続くA２号および
イタリアやクロアチア方面に続くA１号の約 250 ㎞
である。
　高速道路は片側２車線を有し，最高速度は 130 ㎞/
h であり，本線上には情報板や非常電話（２㎞ごと）が
設置されている。また，渋滞緩和対策として，休日の
８時から20時の時間帯は大型車の走行は禁止である。
　サービスエリアでは，ガソリンスタンドとコンビニ
が併設され，一部のエリアには，マルシェというフー
ドコートとレストランもある。売店ではアルコールが
販売され，トイレは店内に設置されている。なお，ト
イレは有料となっており，利用の際は 50 セント（約
60 円）を支払う必要があった。
　また，バスの運転手は，一定時間運転した場合は休
憩をとることがEUの法律で義務づけられており，わ
れわれのバスの運転手は，走行時間に応じて 15 分ま
たは 30 分の休憩を道中で取る必要があった。　

４．ハンガリーの高速道路

　⑴概要
　ハンガリーの国土面積は，約 9.3 万㎢と日本の国土
面積の約４分の１であり，高速道路は首都ブダペスト
を中心に放射状に拡がり，供用延長は約 1,400 ㎞であ
る（図―２）。高速道路は基本的に有料制であるが，
市街地などの生活圏は混雑を避けるため，無料となっ
ている区間もある。
　ハンガリーでは，高速道路の建設・維持管理を行う
国営または民間の会社が複数社あり，路線または区間

図―２　ハンガリーの高速道路ネットワーク
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により異なっている。また，これらの会社とは別に，
国全体の料金収受業務を一括して行う会社が１社存在
している。

　⑵ 料金収受システム
　料金収受システムの調査にあたっては，その料金収
受会社であるNational Toll Payment Services PLC を
訪問した。
　料金課金方式は，スロベニアと同様，車両重量に応
じて期間制および距離制の２種類が存在している。
　①車両重量 3.5t 以下（E-VINGNETTE 方式）
　本方式は，主に通勤やレジャーなどの一般車向け
に，期間が定められたチケットを購入する方式であ
り，期間内は走行距離や利用回数に制限なく利用でき
る方式である。期間は，１週間，１カ月，１年間の３
種類が存在している。スロベニアと違い，ハンガリー
のビニエット方式では，フロントガラスにビニエット
を張る必要はなく，ビニエットを購入した車両は，自
車の車両ナンバー情報と共に，中央の料金データ処理
センターへ電子登録される仕組みとなっている。
　②車両重量 3.5t 以上（HU-GO ELECTRONIC TOLL 
SYSTEM 方式）
　本方式は，主に貨物輸送などの大型車向けの対距離
課金方式であり，下記の２方式がある。
　１）GNSS SYSTEM
　国内輸送などの定期的に高速道路を利用する大型車
両には，OBU（オンボードユニット）が搭載され，
GPS データで走行経路が管理され，対距離課金が行
われている。ハンガリー国内のトラックの 95％が
OBUを搭載しており，一方，外国車の搭載率は 50％
以下となっている。
　２）Route Ticket
　外国車などの定期的に高速道路を利用しない大型車
両は，国境付近のガソリンスタンドや携帯端末で，自
己申告にて，ナンバープレートの情報と共に経路が指
定されたルートチケットを購入している。
　料金未納者等の違反者への対応として，本線上には
ゲート型の車両ナンバー認識装置が設置され，常時監

視されている（写真―２）。このゲートでは，車両通
過時に瞬時に車両ナンバーが読み取られ，中央の料金
データ処理センターでは即座に違反者かどうかが判別
される。違反者の取締り，罰則を与えるのは警察の役
割となっており，上記のシステムにより違反者が発見
された場合は，即座に警察に連絡が行くようになって
いる。また，上記システムに加え，取締りを行うため
の車両 60 台を有しており，国境付近の料金所等に配
備されている（写真―３）。
　なお，ハンガリーでは，これまでさまざまな料金課
金システムの試行を経て，現在の料金収受システムに
至っており，以下には，近年におけるその変遷を記載
する。
　1999 年から 2005 年までの間の最初の頃は，高速道
路の建設を行うため，コンセッション契約が行われ，
料金はインターチェンジごとに料金所で徴収されてい
た。しかし，コンセッション契約で建設された区間
は，区間ごとに料金が設定され，その中には料金が高

写真―２　車両ナンバー認識装置

写真―３　取り締まりを行う車両
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い区間も存在し，利用者に使われなかった。そこで，
料金の統一を図るべく導入された方式が現在の期間制
のビニエット方式であり，その時点で料金所は取り壊
された。ビニエット導入時は，スロベニアと同様，利
用者は紙のビニエットをガソリンスタンド等で購入
し，フロントガラスに張り付け利用していたが，前が
見えなくなるほど多くのビニエットを張り付ける必要
が生じ，また利用者がビニエットを利用の度に購入す
ることが手間であるため，オンラインでの購入が検討
され始めた。
　2006 年より SNS を使ってビニエットが購入できる
ようになり，フロントガラスへ張る必要がなくなった
ものの，どうやってチェックするかが問題となった。
その時から違反者をチェックするためのシステムとし
て，車両ナンバー認識装置が導入された。
　2013 年からは，ビニエットによる期間制の料金徴
収では高速道路の維持管理費用が賄えないため，大型
車を距離制の料金体系にすべく，3.5t 以上の車両に対
して GPS を利用した電子料金収受システムが導入さ
れている。

　⑶コンセッション契約
　ハンガリーのコンセッション契約に関しては，高速
道路会社のうちの１つであるHungarian Public Road 
PLC の方から話を伺った。同社は，国営の高速道路
会社であり，ハンガリーの中でも，最も多くの延長を管
理している。同社は鉄道網の建設・管理も行っており，
同社が所属する国の機関は国家開発省となっている。
　ハンガリーにおけるコンセッション契約を行う会社
は，通行料金収入だけでの運営は予算が不足するた
め，国から一定の資金が支払われることで安定した運
営が行われている。また，このコンセッション契約に
は，維持管理だけでなく，建設も含めた契約が行われ
ている。
　また，これまでハンガリー政府は，周辺諸国との主
要な高速道路ネットワークを形成することを第一に政
策を進めてきており，その結果，現在では概ね主要道
路が繋がったとのことであった。よって，今後は，残

る区間の建設を行いつつ，既設道路の老朽化対策にも
力を入れていくとのことである。

　⑷橋梁の維持管理
　橋梁の維持管理に関して，Hungarian Public Road 
PLC が管理するM７号の Köröshegy Valley Bridge
の現地視察を行った（写真―４）。同橋梁は，延長約
1,800 ｍの長大 PC橋であり，ドイツの橋梁建設技術
に基づき設計・建設されている。上部工は，上下線一
体構造で施工され，工事工程を短縮する検討も交えな
がら，完成させた経緯があった。
　この橋梁は，季節により伸縮膨張性が高くなるた
め，橋梁の中心部の橋脚を固定させ，両端の橋台に大
型の伸縮装置を設置することにより，寒暖差による橋
軸方向の収縮膨張を緩和させていた。支承部には大型
のベアリング支承が設置され，スタッフにより定期的
に収縮膨張幅が計測されている。これまで寒暖差によ
る収縮膨張量は最大で約 50 ㎝であった。
　また，橋梁幅が約 24 ｍ，橋長が約 1,800 ｍ の流域
面積に対し，表面排水の流量が膨大になることが課題
であり，これに対処するため，複数の排水管からでは
なく，上下線一体となった箱桁内部に大型排水管を通
し，１カ所に集約して処理する構造としていた。
　流末には，日本と同様，環境に配慮して調整池が設け
られ，一旦貯留してから付近の河川に排出されていた。

　⑸トンネル管制センター
　今回の訪問では，Mecsek Highway Company のト

写真―４　 Köröshegy Valley Bridge
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ンネル管制センターを訪問した（写真―５）。同社
は，前述した国営の高速道路会社とは違い，民間のコ
ンセッション会社であり，設計，建設，運営，メンテ
ナンスおよびそれらに必要な資金調達を行っている。
管轄する路線は，M６号 の南側区間，M60 号および
M６号 とM９号 のインターチェンジであり，管理延
長は約 80 ㎞である。トンネル管制センターの実質的
な運営・管理は，協力会社である Intertoll LTD が
行っている。
　道路の運営にあたっては，リスクマネジメントに関
して，事前に警察協議が行われており，気象状況の変
化などによる速度規制の実施など，事前に協議された
危機管理マニュアルに沿って，すべて高速道路会社の
判断で実施できるとのことであった。ただし，マニュ
アルとは異なる速度規制の操作等をすると後から責任
を追及されることになるとのことであった。
　また，国とのコンセッション契約は，パフォーマン
スポイント制となっており，一定の水準を過ぎるとマ
イナスポイントとなり，国からの補助金が減っていく
仕組みとなっている。
　さらに，雪氷対策は，路面センサーで降雪やみぞれ
等の種類，凍結防止剤の塩分濃度等が判別でき，判断
基準の係数で，どの区間で凍結防止剤を散布するか，
あるいは除雪が必要か，作業班に指示を送っている。

　⑹高速道路調査
　今回現地調査を実施した高速道路は，ブダペストか
らスロベニアの国境までのM７号の区間およびブダ

ペストからペイチまでのM６号とM60 号の区間で，
それぞれ約 200 ㎞の走行調査を実施した。
　前述したとおり，インターチェンジには料金所がな
く，本線上の各所において，車両ナンバー認識装置が
設置されている。
　休憩施設は，ガソリンスタンド会社が運営し，スタ
ンドの隣にカフェや売店等の店舗が併設されているも
のが多い。トイレは有料で，入口に設置してある機械
に 50 フォリント（約 25 円）を投入するとバーを押し
て入ることができる。なお，機械から出てくるレシー
トは店舗での商品購入の際，同額の割引券として利用
でき，トイレの利用料金は実質的に無料となるように
されている。

おわりに

　ハンガリーおよびスロベニアはヨーロッパ主要国の
文化や交易の中継地点となっており，平日の高速道路
は大型トラックなど物資の運搬を目的とした商業用車
両の利用が目立った。一方，休日はトラックの走行が
制限されるため，ほとんどの車両が観光や週末の帰省
を目的とした自家用車であることが印象的であった。
　料金徴収体制や休憩施設，橋梁の維持管理方法な
ど，日本と異なる部分もあったが，これらは地域の特
性（文化，気候，地理など）を考慮し，効率的に高速
道路を管理，運営するべく追求した結果であり，日本
との単純比較をする事は難しいと感じた。
　また，ハンガリーの GPS を活用した現行の料金徴
収システムは，システム導入を決定後，約２カ月半で
整備・運用が開始されたとのことであった。EUにお
ける交通インフラ政策や周辺国と道路がネットワーク
で繋がっているという大陸独特の導入経緯があるもの
の，これまでさまざまな料金システムが幾度となく試
行され，非常に短いサイクルで，その時々での先進技
術を積極的に取り入れており，そのスピード感と実行
力に驚きさえ覚えた。今後とも動向を注視したい。

写真―５　トンネル管制センター


