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ドイツ　2016 年２月４日　Verkehrsrundschau オンライン版

■ ドイツの渋滞，2015 年に記録を更新 
Deutschland stellt Stau-Rekord für 2015 auf

　ドイツ自動車連盟（ADAC）の発表した最新の渋滞総括書によれば，2015 年に報告された渋滞の発生件数は
およそ 56 万 8,000 件に上り，前年度を 20％上回った。報告された渋滞の長さは 17％の伸びをみせており，その
距離を合算すれば，およそ 110 万㎞に達する。

フランス　2016 年２月８日　パリ・ライン・ローヌ高速道路会社（APRR）

■ 高速道路脇に「街」が誕生
La ville s’installe au bord de nos autoroutes

　最新のベストセラーを買いたい，手軽に買い物をしたい，美味しいハンバーガーを食べたい――そんなささや
かな願いの数々がパリ・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）が管
理する高速道路の SA ／ PAで今や簡単に叶うようになっている。マクドナルド，スーパー「カルフール」，書店
「フナック」，コンビニエンスストア「ディリー・モノプ」など大型チェーン店が高速道路脇に進出しているの
だ。APRRと AREAでそれぞれ商業施設を担当しているエリック・デュビュとブリュノ・ブヴァールが，そう
した新たな日常の買い物サービスについて分析する。

フランス　2016 年２月８日　パリ・ライン・ローヌ高速道路会社（APRR）

■ AREAの協力で，ストリート・アートが高速A43 号を席巻
Avec AREA, le street art envahit l’A43

芸術表現，高速道路の保全，グラフティ（落書き）アーティストとドライバーの安全。そのそれぞれを保証する
ことがシューヌ（イゼール県）にあるAREAのセンターの使命だ。AREAではリヨン近郊の高速A43 号の脇
に大型の壁画を制作する仕事を「ストリート・アーティスト」に依頼しているが，そうした先駆的な試みが
2011 年以降，着実に成果を挙げている。

フランス　2016 年２月８日　フランス北部東部高速道路会社（Sanef）

■ sanef の高速道路ラジオ，ラジオ見本市で「2016 年最優秀専門ラジオ局」に選出
sanef 107.7 élue radio thématique de l’année au Salon de la Radio

　提供される交通情報の明晰性（98％），信頼性（96％），正確性（96％）でリスナーの支持を得たフランス北部
東部高速道路会社（sanef）の高速道路ラジオ局（107.7）が先日，ラジオ見本市にて「2016 年最優秀専門ラジオ
局」に選出された。

スペイン　2016 年２月 10 日　Abertis

■ 2015 年のアベルティスの利益は 18億 8,000 万ユーロ
Abertis obtiene un resultado de 1.880 millones en 2015

　アベルティスは，運営する有料自動車道の 2015 年の交通量が順調に推移していると確言した。同社の主要市
場は成長を続けており，スペインは 6.1％の増加，トップのチリは 8.5％増加した。フランス（+1.8％），プエル
トリコ（+0.8％），アルゼンチン（＋ 0.7％）の交通量レベルも軽微ながら上昇傾向を維持している。国内の景気
循環が活況を呈しているブラジルでは，アルテリスの道路網における交通量が 2.3％減少した。これは特に，大
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型車両の交通量の推移が不調だったためである。

ドイツ　2016 年２月 11 日　Welt オンライン版

■ 交通事故発生件数の削減：セクション・コントロールは「完全監視」の始まりなのか？
UNFALLZAHLEN SENKEN： Ist Section Control der Beginn der “Totalüberwachung” ?

　ニーダーザクセン州の実験プロジェクト「セクション・コントロール」が夏に始動する予定だ。これは全車両
を対象に平均速度を算出するシステムだ。自動車ドライバー全般を無差別に疑惑の対象にするものだと批判する
声も上がっている。

ドイツ　2016 年２月 16 日　Verkehrsrundschau オンライン版

■ Toll Collect の決算報告
Toll Collect zieht Bilanz

　Toll Collect の発表によれば，2005 年１月１日付でトラック課金制度がドイツに導入されて以来，同社は合計
で 440 億ユーロを超える額を徴収したという。

イタリア　2016 年２月 16 日　イタリア・アウトストラーデ社

■ イタリアでも使用可能なヨーロッパ版テレパス登場。ヨーロッパの５カ国で道路料金の支払いが可能な初め
てのデバイス
IL NUOVO TELEPASS EUROPEO INTEROPERABILE CON L’ ITALIA. IL PRIMO DISPOSITIVO PER VIAGGIARE E PAGARE IL 
PEDAGGIO IN ５ PAESI EUROPEI

　ヨーロッパの無線式道路料金支払システム業界のリーディングカンパニーであるテレパス社は本日，イタリア
の高速道路網でも使用可能なサービスであるテレパスEUをヨーロッパ市場で販売開始した。
　テレパス社は，フランス，スペイン，ポルトガル，ベルギー，そして本日からはイタリアも含めた５か国を走
行する大型車両のために，共通のたった一機のみで済むデバイスを運送業者に提供する最初の電子道路料金支払
サービスのプロバイダーとなった。

フランス　2016 年２月 18 日　フランス北部東部高速道路会社（Sanef）

■ Sanef，ウェイズ社の『コネクティッド・シチズン』プログラムに参加するフランス初のパートナーに
sanef, １er partenaire français à rejoindre le Programme « Connected Citizens » de Waze

　ウェイズ社の『コネクティッド・シチズン』プログラムがフランス北部東部高速道路会社（Sanef）のリアル
タイム交通情報を補完することになり，Sanef にとってより迅速に決定を下すことが可能になった。ウェイズ社
は本格的な情報交換手段として設計されたそのアプリを通じて，偶発的事象や徐行運転等に関してドライバー自
身がリアルタイムで発信したデータを，情報源が特定できない形でパートナー企業に提供する。その代わりに
Sanef はウェイズ社に対し，工事箇所や事故のほか，Sanef が管理する高速道路に影響を及ぼしている出来事に
関わる情報を提供する。その目的は，交通状況と高速道路上で発生している出来事を十全に把握し，ウェイズ利
用者により充実した情報を提供することである。

フランス　2016 年２月 19 日　Vinci

■ フランス人，自分の運転に自信を持っている一方で，責任ある行動をとることには課題
Des conducteurs sûrs d’ eux-mêmes, qui peinent à adopter des comportements responsables

　交通事故の死亡者数が２年連続で増加したのを受け，責任ある運転を推進するヴァンシ高速道路会社は，C学
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区（パリおよびフランス南西部）が冬休みに入る休暇シーズンの到来を前に，フランス人の運転行動の現状を明

らかにする調査結果をまとめた。彼らは死亡事故の増加や自分自身の運転についてどう思っているのか？運転

中，規則を遵守し，ほかのドライバーに配慮しているか？携帯電話など「注意を逸らすもの」は彼らの運転にど

のような影響を及ぼしているのか？フランス人ドライバーは運転中の疲労をコントロールするすべを心得ている

のか？ 2016 年，「責任ある運転バロメータ調査」では今回初めてフランス全土を調査した。イプソス社を通じ

て，各地方の人口を代表する 3,610 人のフランス人を対象に調査が実施された。

フランス　2016 年２月 23 日　モンブラントンネル高速道路会社（ATMB）

■ ATMB：パッシー＝モンブラン PA（高速 A40 号）の拡張工事に合わせ，動物保護のための整備に着手
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protection de la faune locale débutent

　モンブラントンネル高速道路会社（ATMB ）は，鳥類と翼手目（コウモリ）のために５つの隠れ家と 10 個の

巣箱を整備する。さらに爬虫類と両生類のために４箇所の越冬場所を設ける。これは深さ２メートルの穴で，動

物の冬眠場所として使われる。また，動物をこの保護された環境内にとどめて置き，その生息域を囲い込むた

め，PA の周囲に垣根を設置する。さらに ，爬虫類が太陽光をたっぷり浴びられるよう，雑草木を取り払い，何

か所かに空き地を整備する。

スペイン　2016 年２月 25 日　Cinco Días オンライン版

■ 売上高が 10％上昇，97 億に　フェロビアル社，インディアナ・トール・ロードの売却後に利益が 79％上昇

Mejora un 10% su facturación, hasta los 9.700 millones Ferrovial gana un 79% más tras vender la Indiana Toll Road

　これほど大きく前進したのにはいくつかの臨時取引が関与しているが，とりわけカギとなったのが米国の有料

自動車道路インディアナ・トール・ロードの売却である。2016 年にはシカゴ・スカイウェイやアイルランドの

M３号および M４号といった有料自動車道路の売却手続き終了も控えている。


