フランス

2015 年 12 月 22 日

モンブラントンネル高速道路会社（ATMB）

■ モンブラントンネルとフレジュストンネル：2016 年１月１日，料金改定
Tunnels du Mont Blanc et du Fréjus ： révision des tarifs le １er janvier 2016

フランスとイタリアの両政府はフレジュス，モンブラン両トンネルの通行料金（税抜き）の値上げ率を 0.02％
に設定した。この値上げは 2016 年１月１日に実施される。普通自動車とオートバイの片道および往復の通行料
金は変わらないが，一部の料金が端数処理のため 0.1 ユーロ値上げされる。
スペイン

2015 年 12 月 23 日

Cinco Días オンライン版

■ 交通局が固定レーダーを改良，携帯電話使用やシートベルト非着用も検知可能に
LA DGT SE ACTUALIZA Y DETECTARÁ CON RADARES FIJOS SI USAS EL MÓVIL O NO LLEVAS EL CINTURÓN

最近，スペイン交通局（DGT）は運転している車両の種類を検知するレーダーを設置し始めたが，今また，
携帯電話の使用やシートベルトの非着用も認識する技術で，一歩前に踏み出した。
フランス

2016 年１月５日

Goodplanet

■ 電動自動車：2015 年，原油価格の値下がりにもかかわらず，フランスで販売台数が 64％増
Voitures électriques： +64% en 2015 en France malgré la baisse du pétrole

政府の種々の助成策が功を奏し，フランスにおける 2015 年の電気自動車の販売台数は原油価格の値下がりに
もかかわらず 64％増加し，市場占有率１％という象徴的な数字に近づいた。
ドイツ

2016 年１月７日

Verkehrsrundschau オンライン版

■ 乗用車課金：ドイツ政府に時間の猶予を与える EU
Pkw-Maut： Brüssel lässt Deutschland Zeit

ドイツの乗用車課金をめぐる係争において，EU 法違反の訴訟手続きが開始されているが，欧州委員会は，こ
れを次の段階に進めることを当面見合わせる。その代わりに欧州交通担当委員は，
『ヴェルト』紙上で，走行距離
に基づく欧州全域の課金制度を可能であれば今年中にも提案する予定だと語り，この制度の導入を支持するよう，
ドイツ連邦政府に呼びかけた。しかしドブリント連邦交通相は即座に，この要請を拒絶する意を表明している。
ドイツ

2016 年１月 13 日

Spiegel オンライン版

■ 自律走行車に関する統計：人間は何もしないままでいてはならない
Statistik zu selbstfahrenden Autos： Mensch, greif ein!

グーグルは，ハンドルの装備されていない自律走行車を是非とも市場に出したいと考えている。だが今回まとめ
られた自動運転車の試験走行の結果報告書を見れば，そのような車両はまだリスクが大きすぎることが明らかだ。
スペイン

2016 年１月 17 日

Cinco Días オンライン版

■ 米国に焦点を合わせる：アクシオナ社，全世界のコンセッションプロジェクト 50 件を調査
Sitúa el foco principal en EE UU： Acciona estudia medio centenar de proyectos de concesiones en todo el mundo

これら現在調査中の全プロジェクトに参加した場合，グループは有料自動車道路と病院の 24 プロジェクトで
構成されるコンセッション部門を強化することになる。これらのプロジェクトは６カ国で展開しており，投資総
高速道路と自動車

第 59 巻

第３号

2016 年３月

63

額は 90 億ユーロに上る。
スペイン

2016 年１月 21 日

Abertis

■ アベルティス，チリ中央有料自動車道の運営権 100％取得
Abertis adquiere el control del 100% de la chilena Autopista Central

アベルティスは，系列のインベルソーラ・デ・インフラエストルクトゥーラス社を通してカナダのファンド，
アルバータ・インベストメント・マネジメント・コーポレーション（AIMco）が所有していたチリの中央有料
自動車道路の 50％の権利を９億 4,800 万ユーロで取得した。これにより，アベルティスのコンセッション所有権
は 100％に達する。
フランス

2016 年１月 25 日

パリ・ライン・ローヌ高速道路会社（APRR）

■ APRR と AREA が管理する高速道路の通行料金改定
Révision des tarifs de péage sur les réseaux APRR & AREA

高速道路の通行料金は，国との契約の規定に従って改定されることになっている。パリ・ライン・ローヌ高速
道路会社（APRR）とローヌ・アルプ高速道路会社（AREA）では今年，普通自動車について値上げが予定され
ており，上げ幅は平均でそれぞれ 1.23％，1.27％となっている。
ドイツ

2016 年１月 25 日

Welt オンライン版

■ 交通：自転車利用者の働きかけで，ベルリンの自動車から道路の一部が奪われる可能性がある
VERKEHR：Radfahrer könnten Berliner Autos den Weg abschneiden

自転車道の幅員拡大と自転車専用道路の増設を要求している市民イニシアチブがある。その目指すところは，
住民表決によってベルリン都市州に自転車交通法を制定させることだ。この市民団体の構想が実現すれば，ベル
リンの道路空間は大いに様変わりをすることになる。たとえば 2020 年までに，ベルリンの幹線道路すべてに最
低２m の幅を有するアスファルト舗装の自転車道の敷設が計画されている。
ドイツ

2016 年１月 26 日

Zeit オンライン版

■ 自転車道：ポツダムの範に学ぶ
Radwege： Potsdam macht es vor

都市は自転車利用者の割合を増大させることで，渋滞や大気汚染という問題を部分的に解消することができ
る。ポツダムの主要な放射道路で，３カ月の試験期間に自動車用の車線１本を自転車の通行専用に切り替えるこ
とが計画されている。目下のところ４車線のツェッペリン通りでは，１日に 27,000 台の自動車が通行している。
自転車専用車線はマイカー通勤を減らす一助になることが期待されており，さらにバスを増発することも計画さ
れている。
フランス

2016 年１月 27 日

フランス北部・東部高速道路会社（Sanef）

■ 年次通行料金改定
Révision annuelle des tarifs de péage

コンセッション契約に基づき 2016 年２月１日，フランス北部・東部高速道路会社（Sanef）とパリ・ノルマン
ディ高速道路会社（Sapn）が管理する高速道路の通行料金が平均で 0.86％値上げされる。
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フランス

2016 年１月 29 日

Vinci

■ ヴァンシ高速道路会社，ジロンド県内に自社 20 番目となる相乗り専用駐車場をオープン
Gironde ： VINCI Autoroutes met en service le 20e parking de covoiturage de son réseau

60 台が駐車できる 20 番目の駐車場が整備されたことで，ヴァンシ高速道路会社が管理する高速道路にある駐
車場の収容可能台数は 1,545 台に達した。

ドイツ

2016 年１月 29 日

Welt オンライン版

LKW-PLAGE： Woher sonntags die ganzen Lkw auf der Autobahn kommen

「日曜・祝日のアウトバーンは乗用車ドライバーのためだけにある」―理論上は，このように定められてい
る。だが実際には驚くほど多くのトラックが走行している。運搬が許可されているのは，新鮮な牛乳，乳製品，
肉，肉製品，生きた魚，魚肉加工品ならびに傷みやすい青果物だ。この他にも，数多くの例外規定がある。

ドイツ

2016 年１月 30 日

Zeit オンライン版

■ 自動車のネットワーク化：情報のシェアを迫られるドライバー
Vernetztes Auto： Wer sein Auto fährt, der shared

ドイツ連邦議会ではこの金曜日に，CDU ・CSU 統一会派とドイツ社会民主党 （SPD ）の二会派共同の動議に
より自動車のネットワーク化に関する討論が行われた。動議書の内容では，情報伝達にあたって同意を得ること
が義務付けられるのは，明らかに個人の人格に関わるデータの場合に限定されていた。これにより連立政権は全
体的にみて，産業界に非常に配慮した見解を取ったことになる。
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