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まえがき 

 
 欧州の道路（特に高速道路）は、歴史的にみて、料金徴収により整備費用を償還する国

（南欧）と税金で整備して無料で通行できる国（北欧）に大別されてきた。しかし、域内

の通行の自由を保障するシェンゲン協定の発効（1995 年）や EU の旧共産圏への拡大に伴

い、国境を超える交通が増大するとともに運輸業者間の負担の不平等、大型車貨物交通に

起因する道路インフラの損傷・老朽化など様々な問題が生じるようになった。このため、

競争における公平性を確保するとともに道路インフラに要する費用を調達する手段として

課金制度が注目されることとなった。 
 EU は、1993 年に指令（93/89/ECC1）を公布し、課金導入のための枠組みを作った。シ

ェンゲン協定が発効した 1995 年には、この指令に基づき北欧諸国（デンマーク、ベネルク

ス諸国）でユーロビニエット制度が導入された。これは対時間課金（固定料金）であり、

走行距離がどれだけ長くても料金は定額であり、大型車による道路損傷費用などは考慮さ

れなかった。 
1999 年に単一通貨ユーロが導入され、2000 年代に入り EU の統合は拡大・深化を続け、

それに伴い域内の交通量も増加した。その一方で、交通、特に重量の大きい貨物車交通の

道路インフラや環境への影響に関する研究が進展するとともに、ETC、GPS などの料金徴

収に活用し得る新たな技術が開発されていった。これにより、貨物車交通が道路資産や環

境に与える影響をより適切に反映し、車両の走行距離に応じた料金設定に基づく走行課金

制度を運用し、道路インフラの整備・維持管理財源を調達することが可能になった。 
走行課金制度は、EU に加盟していないが、EU のほぼ中心に位置するスイスで 2001 年

に導入され、2005 年にはドイツでも運用が開始された。近年では、ハンガリーなど旧東欧

諸国でも導入が相次いでいる。料金徴収技術については、現状では各国で用いられている

技術仕様が共通ではないため、相互互換性は限定的であるが、EU としては指令に基づき域

内の統一化を図ろうとしている。 
ドイツは、2015 年 10 月から課金対象車種を従来の車両総重量 12 トン以上から 7.5 トン

以上に引き下げ、課金対象道路網を連邦道路全体に拡大しようとするとともに、乗用車課

金についても導入の手続きを始めるなど、総合的な利用者負担制度を実現しようとしてい

る。ドイツの取組は、道路利用者の受益と負担を一致させ、道路支出に合わせ道路財源を

効率的に調達する意志を有しており、我が国にとっても今後の課金政策を考えていくうえ

で多くの示唆に富んでいると言えよう。 
 

 一方、アメリカでは道路は無料での供用が原則的であり、欧州で運用されているような

                                                   
1 Council Directive 93/89/ECC of 25 October 1993 on the application by Member States 

of taxes on certain vehicles used for the carriage of goods by road and tolls and 
charges for the use of certain infrastructures 



 

走行課金制度はまだ導入されていない。しかしながら、これまで道路の整備・維持管理の

ための資金源として大きな役割を果たしてきた特定財源制度（HTF: Highway Trust Fund）
は、車両の燃費向上による関係税収が低下したため、収支が悪化しており、幾度となく一

般財源からの補填を受けている。HTF の収支は将来的にさらに悪化することが予測されて

おり、これに代替する財源をどのように確保するかがアメリカの今後の大きな課題となっ

ており、オレゴン州ではガソリン税の代わりに走行距離に応じた料金を課す実験が幾度か

実施されている。 
 

 こうした背景の下に、今回のシンポジウムでは、ドイツ、オーストリア、フランス、ア

メリカからゲストスピーカーを招き、各国の課金制度の現状と今後の方向性についての説

明を受け、課金の意義や今後の政策の方向性などについて討論を行った。課金制度の設計、

運用状況は各国により様々であるが、課金政策に携わっている担当者から具体的な話を直

接伺うことができ、諸外国の課金に関する先進事例と最新動向について理解を深めること

のできる素晴らしい機会となった。 
 我が国は、島国であるため、海外から流入する交通を調整するという欧州のような政策

課題は存在しないが、少子高齢化による経済成長の鈍化、インフラの老朽化などを受け、

今後道路の維持管理・更新の財源が不足することは明らかであり、将来的に道路利用に応

じた負担の仕組みを検討することは避けられないと考えられる。今回の道路課金シンポジ

ウムの成果をまとめた本報告書が、我が国の今後の交通政策における諸問題を考えていく

うえでの一助となれば幸甚である。 
 
 

モデレータ 根本敏則 
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１．各国における課金の基礎情報 

 各国の課金に関する導入・実施状況の概要は以下の通りである。 
 
ドイツ 
①大型貨物車課金（2005 年 1 月～） 
・アウトバーンや一部連邦道を走行する総重量が 12t 以上のトラックを対象に、対距離

大型貨物車課金を実施。 
・課金による収入は、連邦長距離道路の維持・建設費用に充当。 
・2015 年 10 月に対象車両を 12t 以上から 7.5t 以上に拡大、2018 年 1 月に対象道路を全

ての連邦道とする予定。 
②乗用車課金（導入延期） 
・総重量 3.5t 未満の車両を対象に、ビニエット方式での課金を導入予定。 
・課金による収入は、連邦長距離道路の維持・建設費用に充当。 
 
オーストリア 
①重量貨物車の対距離課金（2004 年 1 月～） 
・高速道路を走行する総重量 3.5ｔ以上の車両を対象に、対距離課金を実施。 
・課金による収入は、連邦長距離道路の維持・建設費用に充当。 
 
フランス 
①エコタックス・大型車通過交通料金（無期限延期） 
・2014 年 1 月から大型車対距離課金(エコタックス）を施行する予定であったが、反対運

動が起こり、無期限延期が決定。 
・2014 年 6 月、エコタックスの改革案として、大型車通過交通料金の概要を発表したが、

トラック業界の反発を受け、無期限延期を発表し、現在代替案を検討中。 
 
アメリカ 
①ワシントン州対距離課金（検討中） 
・参加車両 400 台を対象に GPS を活用した対距離課金パイロットプログラムを実施。 
②オレゴン州対距離課金（2015 年 7 月～） 
・2005 年から 2013 年にかけ、対距離課金パイロットプログラムを 2 回実施。 
・2013 年に対距離課金実施のための法制化がなされ、2015 年 7 月より 5,000 台の乗用

車を対象に実施する予定。 
③HOV・HOT レーン 
・混雑緩和等を図るため、乗車人数が少ない車両に課金するレーン（HOT レーンを設置

している例が見られる。 
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１－１ ドイツ 

（１）大型貨物車対距離課金の動向 

 ア．概要 

 ドイツでは、2005 年 1 月より、欧州における公平な競争条件の確保や連邦長距離道路の

維持・建設費の確保、インフラコストの適正な負担を実現するために、EU 指令 1999 年 62
号や連邦長距離道路課金法を根拠として、アウトバーンや一部連邦道を走行する総重量が

12 トン以上のトラックを対象に、走行距離に応じて課金を行う大型貨物車課金を導入して

いる。 

 
出所：ドイツ連邦交通省資料をもとに作成 

http://www.bmvi.de/SharedDocs/DE/Anlage/VerkehrUndMobilitaet/Strasse/entwicklung-der
-bundesautobahnen-seit-der-wiedervereinigung.pdf?__blob=publicationFile 
図 1-1 大型車課金の対象道路網（2015 年 1月現在） 

アウトバーン
課金対象の連邦道
州・国境

http://www.bmvi.de/SharedDocs/DE/Anlage/VerkehrUndMobilitaet/Strasse/entwicklung-der-bundesautobahnen-seit-der-wiedervereinigung.pdf?__blob=publicationFile
http://www.bmvi.de/SharedDocs/DE/Anlage/VerkehrUndMobilitaet/Strasse/entwicklung-der-bundesautobahnen-seit-der-wiedervereinigung.pdf?__blob=publicationFile


1-3 

イ．経緯 

 大型貨物車課金が導入される以前はビニエット方式で課金されていたが、公平な競争や

適正な利用者負担等の観点から、2005 年 1 月より対距離による大型貨物車課金が導入され

ている。導入後、2009 年 1 月の料金改定や 2012 年 7 月と 2015 年 7 月に課金対象道路の

拡大が行われており、2015 年 10 月には課金対象トラックを現行の 12t 以上から 7.5t 以上

に拡大する予定である。また、2018 年 1 月からは課金対象となる道路を全ての連邦道に拡

大する予定を明かしている。 
 

表 1-1 これまでの経緯と今後の予定 

1995 年 ・ビニエット方式の課金を導入。 
2001 年 8 月 ・内閣は 8 月に対距離課金の導入を決定。 

・当初は 2003 年に導入予定であった。 
2002 年 3 月 ・課金額の根拠となる「道路費用鑑定 2002」報告書が発表される。 
2002 年 4 月 ・アウトバーン課金法を公布（課金対象は、12t 以上の大型貨物車に

よるアウトバーンの利用）。 
2003 年 ・徴収を請け負った Toll Collect 社（ドイツ・テレコム、ダイムラー

等が出資）が課金システムを完成させることができず、数度にわた

る導入延期。 
2004 年 1 月 ・最終的な導入時期を 2005 年 1 月 1 日に決定。 
2005 年 1 月 ・大型貨物車課金開始。 
2007 年 1 月 ・大型貨物車課金の導入により迂回交通が発生した一部連邦道を課金

対象とする。 
2009 年 1 月 ・「道路費用鑑定 2007」に基づき、課金額を改定。 
2011 年 7 月 ・課金対象を一部連邦道（4 車線、アウトバーンと同等の規格、区間

延長 4km 以上、アウトバーンに直結を満たす道路の一部）に拡大

する「連邦長距離課金法」公布（アウトバーン課金法は廃止）。 
2012 年 7 月 ・連邦長距離道路課金法に基づき、一部連邦道（1,135km）が課金対

象となる。 
2015 年 7 月 ・およそ 1,100km の連邦道を新たに課金対象に追加。 
2015 年 10 月 ・現在 12t 以上である課金対象を、7.5t 以上に拡大。 
2015 年 10 月 ・新たな排出クラスの導入（排出クラス EURO6 相当）。 

・「道路費用鑑定 2013-2017」に基づき、課金額を引き下げる予定。 
2018 年 1 月（予定） ・全ての連邦道を課金対象とする予定。 
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 ウ．料金徴収の仕組み 

大型貨物車課金の料金徴収は、GPS を活用して走行距離を計測して課金（料金所なし）

し、利用者はターミナルやインターネット等により支払い（前納制）することができる。 
課金額は、0.125～0.214 ユーロ/km（円換算：約 17～約 29 円/km）であり、走行距離や

車軸数、排出性能で差別化される。なお、2015 年 10 月 1 日からは、0.081～0.218 ユーロ

/km（円換算：約 11～約 29 円/km）となる予定である。 
 

 

出所：Toll Collect社「User Information」もとに作成 

図 1-2 料金収受システムの仕組み 

 
大型貨物車課金の料金徴収の運営は、連邦交通省から委託された民間会社である Toll 

Collect 社が行っており、現在の契約期間は 2018 年 8 月 31 日までである。Toll Collect 社
の株主はドイツ・テレコムやダイムラーであるが、国はいつでも Toll Collect 社の株を買い

取る権限を留保している。 
 

 
写真 1-1 コントロールゲート（左）と車載器（右） 

 

車載器
(OBU)

GPSが位置データを送信

目的地

トール
コレクト社

コントロールゲート
運
送
業
者

④OBUが有料区間を
確認

⑤違反監視

②車両データ入力
③OBUで位置特定

①OBU設
置

⑥OBUが料金算出

⑧コンピュータセンタから業
者へ請求書送付

⑦合計金額を携帯電話回線
（GSM）を介してコンピュータ
センタへ送信

©ppps
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 エ．収入と使途 

大型貨物車課金からの収入は、導入当初は連邦長距離道路を含む交通インフラへの投資

に充当されていたが、現在は一旦国庫に入り、システムの運営費用等を差し引かれ、残り

は連邦長距離道路の維持・建設への投資等に用いられる。その際、100％国が所有する VIFG
（交通インフラ資金調達会社）が支出を行う。 

 
（２）乗用車課金の動向 

ア．概要 

 ドイツでは、2016 年 1 月より、連邦長距離道路の維持・建設費の確保やインフラコスト

の適正負担（外国人利用者にも道路費用を負担させる）を実現するために、連邦長距離道

路におけるインフラストラクチャ課金の導入に関する法律を根拠として、公用車や道路清

掃のための車両等は除く総重量 3.5 トン未満の車両を対象に、ビニエット方式で課金を行う

乗用車課金の導入を予定している。 
 対象道路は、国内で登録された車両については連邦長距離道路（アウトバーンおよび連

邦道）、外国で登録された車両についてはアウトバーンのみである。 
 
イ．経緯 

乗用車課金は、2013 年頃にラムザウアー交通大臣が言及したことで議論が活発化した。

2015 年 3 月に同課金の導入に関する法案が連邦議会を通過し、2016 年 1 月からの導入が

予定される。 
 

表 1-2 これまでの経緯と今後の予定 

2013 年 ・ラムザウアー交通大臣（当時。キリスト教社会同盟、CSU）がビニエ

ット方式での乗用車課金の導入について積極的に言及。 
・連邦首相のメルケル氏は、これに対して否定的であった。 

2013 年 9 月 ・連邦議会選挙において、CSU は、乗用車課金の導入を選挙公約の一つ

として掲げる。 
・選挙後の連立交渉において、乗用車課金の導入が連立協定に盛り込ま

れない場合、連立に参加しないとの態度表明。 
2013 年 11 月 ・キリスト教民主同盟（CDU）、社会民主党（SPD）、CSU の 3 党によ

る連立協定の調印。 
・乗用車課金は、「ドイツで登録された車両の保有者には現在以上の負担

をかけずに」「アウトバーンの維持管理および改築の資金調達のため

に、ドイツ以外の国で登録された乗用車から（ビニエット方式で）相

応の貢献を徴収する」という文言により連立契約に盛り込まれた。 
2014 年 7 月 ・連邦交通省から、乗用車課金の概要に関する文書が発表される。 
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・ビニエット方式による課金、ドイツで登録された車両の保有者につい

ては課金額分を自動車税から差し引く、などの仕組みが明らかにされ

る。 
2014 年 10 月 ・7 月に提出された案に様々な修正が加えられ、法案が発表される。 
2014 年 12 月 ・法案が連邦議会に提出される。 
2015 年 3 月 ・法案が連邦議会を通過。 
2015 年 ・技術的試験の実施（予定）。 
2016 年 1 月 ・乗用車課金導入予定。 

 
 ウ．料金徴収の仕組み 

乗用車課金の料金徴収は、電子ビニエット方式を通して行われる予定であり、ドイツで

登録された車両の保有者は 1 年のビニエットが義務化される。外国で登録された車両の保

有者については、1 年、2 か月、10 日のいずれかのビニエットを選択することができる。な

お、ドイツで登録された車両の保有者に関しては、課金額分を自動車税から減税される。 
ビニエットの課金額は、燃料の種類、排出クラス、排気量により決定され、各排出クラ

スの車両は、排気量 100cc ごとに以下の額が課金される。ただし、課金額の上限は年間 130
ユーロである。 

 

表 1-3 各排出クラスの課金予定額（年間ビニエットの場合） 

排出クラス ガソリン車 ディーゼル車 
EURO3 以下 6.50 ユーロ 9.50 ユーロ 
EURO4&5 2.00 ユーロ 5.00 ユーロ 

EURO6 1.80 ユーロ 4.80 ユーロ 
 
また、2 か月、10 日のビニエットは、排出クラス等に関係なく、それぞれ 22 ユーロおよ

び 10 ユーロである。 
 
エ．収入と使途 

収入の使途は、交通インフラへの投資を予定している。交通省の試算では、年間粗収入

（ドイツで登録された車両の保有者からの収入を含む）が 37 億ユーロとされている。ここ

から自動車税との相殺、運営費等を差し引いた純収入は約 5 億ユーロであるとされている。

しかし、これに対しては、収入の見積もりが過大ではないかとの批判が存在する。ドイツ

自動車連盟（ADAC）は、純収入はほとんど得られないのではないかとの疑問を感じている。 
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１－２ オーストリア 

（１）重量貨物車の対距離課金 

 ア．概要 

 オーストリアでは、2004 年 1 月より、高速道路及び自動車専用道路の建設・維持管理の

財源確保を実現するために、高速道路を走行する総重量 3.5ｔ以上の車両（緊急車両、公用

車、軍用車等は免除。災害などの非常事態発生時は一時的に全車両が免除される）を対象

に、走行距離に応じて課金を行う大型貨物車課金を導入している。 
 

 
出所：ASFINAG資料をもとに作成 

<http://www.asfinag.at/documents/10180/537906/de_Streckennetz.pdf/ef43d082-d3df-44ca-

a1ee-c3b8776ae13c> 

図 1-3 重量貨物車の課金対象道路（2012年） 

 

イ．経緯 

1997 年に固定年費用課金（ビニエット）方式による高速道路利用料金制度が導入された。

2002 年に、オーストリア高速道路公団（100%政府出資）に対距離制の課金を行うことを認

める法律（Federal Road Toll Act 2002)が制定され、2004 年 1 月より、輸送事業の競争を

公平化し、また、高速道路及び自動車専用道路の建設・維持管理の財源を確保するため、

3.5t 以上の大型車を対象に電子式対距離課金制が導入された。2011 年 9 月からは、

TOLL2GO プロジェクトによるドイツの車載機でオーストリアの課金徴収が可能となった 
 
 
 

0 200km

ウィーン

http://www.asfinag.at/documents/10180/537906/de_Streckennetz.pdf/ef43d082-d3df-44ca-a1ee-c3b8776ae13c
http://www.asfinag.at/documents/10180/537906/de_Streckennetz.pdf/ef43d082-d3df-44ca-a1ee-c3b8776ae13c
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表 1-4 これまでの経緯 

1997 年 ・固定年費用課金（ビニエット）方式による高速道路利用料金制度の導入。 
2002 年 ・オーストリア高速道路公団（100%政府出資）に対距離制の課金を行うこ

とを認める法律（Federal Road Toll Act 2002)の制定。 
2004 年 1 月 ・3.5t 以上の大型車を対象に電子式対距離課金制の導入。 
2005 年 4 月 ・一人の利用者が保有する複数の登録ナンバーの情報を一括でダウンロード

できるよう“individual transaction information”を改良。 
2007 年 1 月 ・課金額を 0.13～0.273 ユーロ/km から 0.155～0.326 ユーロ/km に引き上

げ。 
2008 年 1 月 ・課金額を 0.155～0.326 ユーロ/km から 0.158～0.332 ユーロ/km に引き上

げ。 
2011 年 1 月 ・課金額を 0.158～0.322 ユーロ/km から 0.146～0.3738 ユーロ/km に改定。 
2011 年 9 月 ・TOLL2GO プロジェクトにより、ドイツの車載器をオーストリアでも用い

ることができるようなる。 
2012 年 1 月 ・課金額を 0.146～0.3738ユーロ/kmから 0.145～0.3927 ユーロ/km に改定。 
2013 年 1 月 ・課金額を現在の課金額に改定。 
 
 ウ．料金徴収の仕組み 

 大型貨物車課金の料金徴収は、GO-BOX と呼ばれる車載器で走行距離を記録し、ゲート

通過時に課金額が計算（DSRC を利用）される。課金額は、走行距離や車軸数、排出クラ

ス別（0.156～0.4431 ユーロ/km 程度）に応じた額であり、支払いは前払い制と後払い制

がある。 

 
出所：GO Maut 資料をもとに作成 

＜https://www.go-maut.at/portal/portal＞ 

写真 1-2 車載器（Go-Box） 
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写真 1-3 コントロールゲート 

  

エ．収入と使途 

収入の使途は、オーストリア高速道路建設や維持、補修（EU 指令 1999/62/EC に基づい

た用途）に充当される。 
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１－３ フランス 

（１）有料高速道路の仕組み 

ア．高速道路網と高速道路会社 

フランスの高速道路延長は 11,882km（2013 年）であり、その内 9,048km（約 76%）が

有料で運営されている。 

 

出所：仏高速道路会社連盟（ASFA）資料をもとに作成 

＜http://www.autoroutes.fr/FCKeditor/UserFiles/File/ASFA_cles15_BD.pdf＞ 

図 1-4 フランスの高速道路 

 
有料道路を運営する高速道路会社は大きく 3 つに分類される。 

 
  

高速道路（無料区間）
高速道路規格の国道
(無料）

有料高速道路（会社別）
旧式
新形式
トンネル・橋梁
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表 1-5 フランスの高速道路会社 

種類 会社名 延長（km） 契約満了年 
「旧式」の高速道

路会社 1 
APRR / AREA 2,245.50 2032 
COFIROUTE2 1,110 2031 
ASF 2,691.90 2033 
ESCOTA 460 2027 
SANEF / SAPN 1760.7 2029 

「新形式」の高速

道路会社 3 
ADELAC 19.6 2060 
ATLANDES 104 2051 
ALBEA 18 2066 
ALICORNE 45 2063 
ALIS 125 2067 
ARCOUR 101 2070 
A’LIENOR  150 2066 
CEVM 3.7 2080 

トンネル・橋梁の

運営会社 
ATMB 137.9 2050 
SFTRF  80.3 2050 
CCI du Havre 10.8 2027 
SMPTC 2.7 2025 

出所：仏高速道路会社連盟（ASFA）資料をもとに作成 

＜http://www.autoroutes.fr/FCKeditor/UserFiles/File/ASFA_cles15_BD.pdf＞ 

 
イ．大手道路会社のコンセッションの仕組み 

①有料高速整備の仕組み 

高速道路の建設は高速道路会社が行い、完成後の資産は国に帰属する。建設費は、高速

道路会社の調達資金だけでまかなうのが困難な場合、公的補助がなされる。供用後は、高

速道路会社は料金収入により債務の返済、道路の維持、運営が行われる。 
 

                                                   
1 「旧式」の高速道路会社は 2006 年に国保有の株式売却を完了 
2  COFIROUTE や ASF、ESCOTA の株式は 、VINCI が保有。 
3 「新形式」の高速道路会社は、独立採算制をベースに欧州指令に即した入札プロセスによりコ

ンセッションを得た会社。 
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出所：仏高速道路会社連盟（ASFA）、エコロジー省資料をもとに作成 

＜http://www.developpement-durable.gouv.fr/Rapport-d-activite-2014-Gestion-du.html＞ 

図 1-5 コンセッションによる投資回収フロー 

 
 ②コンセッション内容の概要 

コンセッション契約は、コンセッション当局（国）とコンセッション会社の間で締結す

るもので、コンセッション区間、コンセッション会社の権利、義務等を定めた契約書本編

と、高速道路の建設、維持管理の実施条件を定めた仕様書で構成されている。 
仕様書はコンセッション当局とコンセッション会社との合意により作成され、付属資料

として図面や計算書などが添付される。 
 
 ③料金の決定方式 

1995 年 1 月 24 日付けの政令第 3 条により、現行の料金は、毎年タバコ類を除くインフ

レ率の 70%を下回らないことと規定される。実際の料金改定式は、計画契約で規定されて

おり、以下は各高速道路会社に適用される算定式である。 
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表 1-6 計画契約で規定された料金改定率・改定式 

 
出所：仏公正取引委員会報告書（2014年 9 月）をもとに作成 

 
 ウ．公正取引委員会の意見書 

 ①収益に関する分析 

高速道路会社の収益率は非常に高く、その純益は売上高の 20～24%に相当する。金融危

機など高速道路の交通量が大幅に落ち込んだ時でさえ、会社は売上高も純益率も増加させ

続けた。高速道路会社は、高い利益率を正当化する際に、自社の負債を強調するが、実際

は株主の利益を守るために主張している。 
 

 

出所：仏公正取引委員会報告書（2014年 9 月）をもとに作成 

＜http://www.autoritedelaconcurrence.fr/pdf/avis/14a13.pdf＞ 
図 1-6  インフレ率と旧式の高速道路会社別の料金の値上げ率の変化 

会社名 計画契約第１期 計画契約第２期

APRR
計画契約2004-2008：
2.367%（2004年）

インフレ率の85%+0.845%（2005年∼2008年）

計画契約2009-2013：
インフレ率の85%+0.5%（2009年∼2013年）

AREA
計画契約2004-2008：
1.542%（2004年）

インフレ率の80%+0.11%（2005年∼2008年）

計画契約2009-2013：
インフレ率の85%+0.5%（2009年∼2013年）

ASF
計画契約2007-2011：
インフレ率の85%+1.0925%（2007年）

インフレ率の85%+0.2%（2008年∼2011年）

計画契約2012-2016：
インフレ率の70%+0.675%（2012年）

インフレ率の85%+0.8%（2013年∼2016年）

ESCOTA
計画契約2007-2011：
インフレ率の85%+0.9%（2007年∼2011年）

計画契約2012-2016：
インフレ率の85%（2012年）

インフレ率の85%+0.3%（2013年∼2016年）

SANEF
計画契約2004-2008：
1.887%（2004年）

インフレ率の80%+0.455%（2005年∼2008年）

計画契約2010-2014：
インフレ率の80%+0.35%（2010年∼2014年）

SAPN
計画契約2004-2008：
2.53%（2004年）

インフレ率の+0.74%（2005年∼2008年）

計画契約2004-2008：
インフレ率の+0.6%（2009年∼2013年）

COFIROUTE

計画契約2004-2008：
インフレ率の85%+0.41%（2009年）

インフレ率の70%+0.41%（2010年）

インフレ率の70%（2010年）

計画契約2010-2014：
インフレ率の70%+0.41%（2010年）

インフレ率の85%+0.48%（2011年∼2014年）

-0.5%
0%

0.5%
1%

1.5%
2%

2.5%
3%

3.5%
4%

4.5%

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
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COFIROUTE インフレ率
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出所：仏公正取引委員会報告書（2014年 9 月）をもとに作成 

＜http://www.autoritedelaconcurrence.fr/pdf/avis/14a13.pdf＞ 
図 1-7  旧式高速道路会社の純益率の推移 

 

 
出所：仏公正取引委員会報告書（2014年 9 月）をもとに作成 

＜http://www.autoritedelaconcurrence.fr/pdf/avis/14a13.pdf＞ 
図 1-8 旧式高速道路会社の純益と配当金及び配当金の純益に占める割合の推移 

 
 ②提言 

 料金改定式 
非常に高い収益率の問題を考慮し、高速道路会社の支出した費用に基づくものではなく、

インフレ率や交通量の変化を考慮した料金改定式が提案された。また、交通量は高速道路

会社固有の営業活動とは関係ない要因（GDP や人口、燃料費など）により左右されるため、

変化率も考慮される。 
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料金変化率＝70%×インフレ率（タバコ類除く）－交通量の変化率 

 
コンセッション契約の監督強化 
国の担当機関（交通インフラ局）は、特に計画契約の交渉において、料金の値上げや投

資計画など高速道路会社からの提案に無力であるという現状を踏まえ、以下の点が提言さ

れた。 
‐高速道路会社を含め陸上交通に対して答申、警告、罰則などを付与する権限を有する

独立した監視機関の創設 
‐コンセッション契約の仕様書第 7-5 条（もしくは第 7-4 条）の規定を高速道路会社の投

資活動全体に適用 
‐高速道路会社に利益の一部を再投資に充当させ義務と利益を国と共有できる条項を追

加 
 

 高速道路会社の入札条件の改善 
高速道路会社が発注する工事契約は、各グループに属する建設会社に与えられている割

合が非常に大きく、Vinci と Eiffage グループに属する高速道路会社の工事契約の 35%、金

額にすると 50%以上が系列会社に発注されていることを踏まえ、以下の提言がなされた。 
‐高速道路会社の工事入札の下限を 200 万ユーロから 50 万ユーロ（税抜き）に下げ、適

切な手続きをとる 
‐高速道路会社に対して入札から 6 か月前に工事入札と計画契約で規定された投資活動

の公示を義務化 
‐技術的に簡単な工事の契約について公開入札を促進 
‐コフィルート（Cofiroute）社にも提言 7 と同様の義務を課し、国の契約監視委員会に

属するよう仕様書を変更 
‐高速道路会社と道路工事会社との間で情報交換ができないよう手続きをグループ会社

（Vinci と Eiffage）内で確立 
‐当初の想定より 5％以上金額が変更される場合、国の契約諮問委員会への通達を義務化 
‐国の契約委員会に、法的な正当性が疑わしい高速道路会社の入札事業を急速審理でき

る権限を特別に付与 
 
 高速道路振興計画の見直し 

2013 年秋に国と高速道路会社との間で高速道路振興計画が合意され、総額 32 億ユーロ

の工事を実施する代わりに最大 6 年のコンセッション期間の延長が決定されたことで、国

と利用者の負担の増加が予想されることから、以下の提言がなされた。 
‐コンセッション期間を延長する代わりに、新しい料金改定式や利益の再投資と共有に関
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する条項を追加 
  

 

エ．意見書発表以降の動向 

 公正取引委員会で意見書が発表されて以降、利用者団体等から様々な意見が挙がってお

り、例えばドライバー団体は、経済大臣が値下げを約束している状況で、値上げは受入れ

難いとして、値上げに反対し、署名活動を展開すると発表した。また、複数の利用者団体

が、2014 年 11 月 6 日付けの政令（デクレ）第 2014-1341 号に反対し、首相に対する行政

裁判を提起した。 
 首相は、2015 年 2 月 1 日に予定されていた高速料金の値上げ（0.75％）を延期すると発

表し、これを受けて高速道路会社（Cofiroute、Escota、APRR、Area、Sanef、ASF）は、

国務院に提訴した。 
 2015 年 1 月 27 日、国会議員と行政代表の 15 人から構成されるワーキンググループが、

初めて首相官邸で会合を開催し、コンセッション契約を再交渉して修正した場合と、破棄

した場合の結果について検討を行った。 
 2015 年 4 月、国と高速道路会社が契約内容の修正に合意した。合意内容には、高速道路

振興計画の実施（総額 32 億ユーロの投資）やコンセッション期間の平均 2 年延長、コンセ

ッション期間において総額 10 億ユーロを交通インフラ資金調達庁（AFITF）に拠出、2015
年凍結された値上げ分を長期的な観点から料金を段階的に引き上げることで回収、設定し

た目標の 30%を上回る利益を計上した場合に超過分は国に納付すること等が含まれる。 
 
（２）大型車対距離課金 

ア．概要 

フランス政府は、2014 年 1 月 1 日から大型車対距離課金(エコタックス）を施行する予定

であったが、2013 年夏から国内で激しい反対運動が起こり、2013 年 10 月、エコタックス

の無期限延期が決定された。2014 年 6 月初旬、政府は、エコタックスの改革案として、大

型車通過交通料金の概要を発表、6 月 25 日に国会が課金案を採択したが、2014 年 10 月 9
日、エコロジー省大臣は、トラック業界の反発を受けて、大型車通過交通課金の無期限延

期を発表し、現在、更なる代替案を検討中である。 
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出所：エコロジー省資料をもとに作成 

＜http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/20140926_DPpeagedetransit.pdf＞ 

図 1-9 大型車通過交通課金の対象道路 

 
表 1-7 これまでの経緯 

 事項 
2009 年 8 月 ・エコタックスの導入を規定した環境グルネル法が成立。徴収業務を委

託するための入札手続き開始。 
2011 年 ・エコムーブ社と PPP 契約を締結（運営を 2025 年まで委託）。 
2013 年 5 月 ・交通法典、税関法典の改正→エコタックスの具体的な運用制度が最終

的に決定。 
2013 年 8 月 ・ブルターニュ州でガントリーが初めて破壊される。その後、反対運動

は激化。 
2013 年 10 月 ・政府はエコタックスの無期限延期を発表。 
2013 年 11 月 ・国会に調整委員会を設置し、エコタックスの改革案の検討開始。 
2014 年 6 月 ・政府はエコタックスの改革案（大型車通過交通料金）を発表。 
2014 年 7 月～ ・トラック業界による反発が激しくなる。 
2014 年 10 月 ・政府は大型車通過交通課金の無期限延期を発表。 
 
 
 

高速道路（既に有料）
国道・無料高速道路
県道
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 イ．エコタックスと大型車通過交通料金の比較 

大型車通過交通料金は、エコタックスと比較すると、対象道路が大幅に縮小されている。

大型車通過交通料金の予想収入は、5.5～5.6 億ユーロ（約 750 億円程度）とされ、エコタ

ックス施行時に予定されていたプロジェクト（公共交通の整備等）の財源としては不足し

ている。政府は、不足分を補完する財源を検討中である（有料高速道路会社の利益など）。 
 

表 1-8 エコタックスと大型車通過交通料金の違い 

項目 エコタックス 大型車通過交通料金 

課金目的 ・道路貨物輸送に起因する環境負荷の

低減。 

・利用者・汚染者負担の原則の実行。 

・道路交通の合理化（積載効率の向上、

有料・無料道路間の交通量の適正配

分 等）。 

・持続可能な交通政策を実現するため

に必要な新規交通インフラへの投資

財源の確保。 

課金時間帯 24 時間。 24 時間。 

課金対象車輌 総重量 3.5 トン以上の車両。 総重量 3.5 トン以上の車両。 

対象路線 ・直轄（無料）高速道路と国道および

一部の地方道（約 15,000km（うち約

5,000km は県道））。 

・大型車交通量 2,500 台/日以上の幹

線道路（約 4,000km）。 

課金方法 ・GPS を用いて測位。 ・GPS を用いて測位。 

・GPRS を用いて車載器に記録された

情報を送信。 

・GPRS を用いて車載器に記録され

た情報を送信。 

課金額 ・0.053～0.185 ユーロ/km（2014 年）。 ・0.088～0.154 ユーロ/km（2015 年）。 

・ 車軸数、重量、排気ガス基準（EURO）

に応じて差別化。 

・  車軸数、重量、排気ガス基準

（EURO）に応じて差別化の予定。 

・遠隔地割引あり（ブルターニュ州は

50%、アキテーヌ、ミディ・ピレネ

州は 30%）。 

・遠隔地割引なし。 

収入の使途 ・国道網より徴収された収入は、フラ

ンス交通財源資金調達庁（AFITF)を

通して道路に代替する交通機関（鉄

道など）の投資に充当。 

・フランス交通財源資金調達庁

（AFITF)の財源に充当。 

・地方道より徴収された収入は、当該

道路を管理する地方自治体に配分。 
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 ウ．フランス交通財源資金調達庁（AFITF) 

フランス交通インフラ資金調達庁（AFITF）は、国の定める新規大規模事業の資金調達

を目的として 2004 年 12 月に創設された（実際の稼働は 2005 年から）。 
当初は国が保持していた高速道路会社の株の配当金を充当する予定であったが、2006 年

に高速道路会社を民営化したため、毎年 10 億ユーロ以上を国が補填している状況である。 
2011 年の AFITF に占める各分野の交通支出割合は、道路 40%、鉄道 30%、都市内公共

交通 20%、その他（水路等）10%である。 

 
出所：エコロジー省資料をもとに作成 

＜http://www.developpement-durable.gouv.fr/Le-financement-des-infrastructures.html＞ 
図 1-10 AFITFの仕組み 

 
国土整備税と国有地使用料 

①国土整備税 

利用者による走行距離 1,000km あたり 7.32 ユーロ 
②国有地使用料 

R = (R 1 ＋ R 2) × 0.3 
R 1 = V × 1,000 × L 
R 2 = 0.015 × CA 
V：高速道路の賃貸価値/ m2、L：高速道路の km 延長、CA：会社の売上高 

高速道路会社 国

国土整備税
国有地
使用料

速度違反
罰金*

補助金
等

フランス交通財源資金調達庁
（AFITF）

国の定める優先大規模事業**

道路 鉄道
都市内公共

交通
水路等

*全収入の40%をAFITFに充当 **現在、全国交通社会資本計画（SNIT）を策定中。

大型車
課金

5.5億€ 1.9億€ 1.3億€ 13.6億€

8.9億€ 6.8億€ 1.2億€ 5.2億€

22.2億€

7.4億€ 14.9億€

無期限延期
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１－４ アメリカ 
（１）連邦道路庁（FHWA） の役割 

 連邦道路庁（FHWA）は、連邦交通省（DoT）に属し、1893 年に設立され、道路行政を

担当する機関である。革新・リーダーシップ・プログラムの提供を通して、道路交通のモ

ビリティを向上させることを職責としている。 
 

・パフォーマンスシステムの向上：利用者に安全・信頼・効率・持続可能なモビリティを

提供 
・リーダーシップ：全国の交通需要を満たすための解決策を策定・推奨 
・プログラムの提供：実り多いパートナーシップ、役割分担の明確化、リスク管理を通し

て効果的かつ一貫性のあるプログラムを提供 
 
 FHWA において、有料道路事業を担当しているのは、革新プログラムデリバリー課であ

る。有料道路に係わる政策の企画・分析・実施を担当し、特に州から提案される有料道路

プログラム（Value Pricing）の評価、支援、PPP プロジェクトの分析などを実施している。 
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出所：FHWA資料をもとに作成 

＜https://www.fhwa.dot.gov/about/org/＞ 

図 1-11 FHWAの組織 

 

（２）対距離課金導入に関する検討 

 1991 年から、混雑緩和の観点から、連邦政府の補助による混雑課金パイロット事業（1998
年から「バリュープライシング社会実験事業」と名称変更）が実施されている。 
 

ア．2008年報告書「Transportation for Tomorrow（明日のための交通）」 

2008 年、連邦議会に設置された国家陸上交通政策・課金検討委員会が、現在の燃料税に

代わる財源調達手段として、車両重量、排出性能、道路混雑などに対応して負担水準を変

えられる対距離課金が有望であると報告した。 
 

連邦助成
地方事務所

インフラ研究開発課 安全研究開発課 運営研究開発課

法人研究
技術革新管理課

リソース管理課

プログラム管理課 橋梁技術課
資産管理

舗装・建設課
交通パフォーマンス

管理課

立法行政課 交通政策研究課
ハイウェイ政策

情報課
国際課

予算資金調達課
調達・補助金

管理課

地方事務所
サービス

ディレクター

研究開発技術課

計画環境不動産課

インフラ課

政策政府業務課

財政管理長官室

行政課

運営課

安全課

国有地内道路課

法務課

公民権課

公務課

長官官房

革新プログラム
デリバリー課

ITS共同プログラム課

研究開発次官補

人事課 管理課 ITサービス課

リソースセンター
国家道路研究技術交流プログラム

計画課 人材環境課
事業開発
環境評価課

自然環境課 不動産サービス課

貨物管理運営課 交通管理課 交通運営課

安全プログラム課 安全技術課

プログラム開発課
政策プログラム

評価課
国有地内道路
地方事務所

技術サービス
ディレクター

広報課（メディア） 広報課（一般）

https://www.fhwa.dot.gov/about/org/
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出所：Report of the National Surface Transportation Policy and Revenue Study 

Commission, Transportation For Tomorrow 
＜http://transportationfortomorrow.com/final_report/pdf/front_cover.pdf＞ 

図 1-12 2008年報告書の表紙 

 
 イ．2009 年報告書「Paying Our Way（私たちの道には自分で支払おう）」 

2009 年には、連邦議会の陸上交通インフラ資金調達委員会が、財源調達の観点から「2020
年までに、課税方法を燃料税によるものから、対距離課金に変更すべき」と報告した。こ

の報告書は、「SAFETEA-LU」に続く陸上交通授権法に向けての参考資料として作成され

たものであり、現行の財源（燃料税主体）は長期的には持続可能でなく、将来的に道路イ

ンフラや公共交通システムを維持・改善するための投資額を確保できないことを指摘し、

代替的な財源を確保するための様々なオプションとして、「自動車燃料税」「貨物従量課金」

「有料制」「対距離課金」「コードン課金、エリア課金」等を評価した。検討の結果、陸上

交通インフラ投資のための資金ギャップを埋める政策として、以下を提言した。 
・長期的には、直接的な対距離課金制への移行を可能な限り速やかに開始し、2020 年ま

でに総合的なシステムを供用すること。直接的課金制に伴い、現在の燃料税等を縮減

し、最終的には廃止すること 
・中短期的には、差し迫った連邦の財源危機に対応するため、連邦ガソリン税や連邦重

量車両使用税を引き上げ、物価上昇に対応させること 
 

http://transportationfortomorrow.com/final_report/pdf/front_cover.pdf
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出所：Paying Our Way, NSTIF Commission 

＜http://financecommission.dot.gov/Documents/NSTIF_Commission_Final_Report_Mar09FNL.pdf＞ 

図 1-13 2009年報告書の表紙 

 
（３）対距離課金を活用した事例 

 ア．ワシントン州における対距離課金パイロットプログラム 

①概要 

 ワシントン州では、2005 年 4 月から 2006 年 3 月にかけて、交通需要の調整や車両行動

のデータ収集及び分析、課金技術の利用可能性の検討を行うことを目的に、午前 6 時から

午後 10 時の間に中央ピュージェット・サラウンド地域の幹線道路を走行する参加車両 400
台を対象に、GPS を活用した対距離課金のパイロットプログラムが実施された。 

 
出所：PSRC（Traffic Choice Study）資料 

＜http://www.psrc.org/assets/37/summaryreport.pdf?processed=true＞ 

図 1-14 ピュージェット・サラウンド地域 

http://financecommission.dot.gov/Documents/NSTIF_Commission_Final_Report_Mar09FNL.pdf
http://www.psrc.org/assets/37/summaryreport.pdf?processed=true
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出所：PSRC（Traffic Choice Study）資料 

＜http://www.psrc.org/assets/37/summaryreport.pdf?processed=true＞ 

図 1-15 課金対象道路 

 
②経緯 

ワシントン州シアトル周辺の 4 つのカウンティで構成される交通計画組織であるピュー

ジェット・サラウンド地域では、渋滞損失額が 15億ドル以上発生しているにもかかわらず、

ガソリン税からは交通インフラの容量拡大に必要な十分な財源が確保されていなかった。 
ピュージェット・サラウンド地域評議会（PSRC）は、1994 年から混雑税の検討を開始

し、2005 年 4 月から 2006 年 3 月にかけて、パイロットプログラムが実施された。 
2007 年 9 月、プライシング調査委員会（Pricing Task Force）が設立され、官民を含め

た様々な関係者と幅広い議論を行い、PSRC 地域の長期交通計画（Transport 2040)にロー

ドプライシング施策を含めるよう働きかけているところである。 
 
 
 
 
 

0 10km高速道路
その他：一般道路
（どちらも課金対象）

http://www.psrc.org/assets/37/summaryreport.pdf?processed=true
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表 1-9 これまでの経緯 

 事項 
1994 年 地域評議会（PSRC）が混雑税の検討を開始。 
2005 年 4～7 月 コントロール期間（車載機からのデータ収集のみ、課金はな

し）。 
2005 年 7～2006 年 2 月 課金トライアルを実施。 
2006 年 2～3 月 車載機からのデータ収集のみ、課金はなし。 
2006 年 3 月 プログラム終了。 
2007 年 9 月 プライシング調査委員会が設立。 

出所：PSRC（Traffic Choice Study）資料及び PSRC プレスリリースを元に作成 

出所：PSRC（Traffic Choice Study）資料 

＜http://www.psrc.org/assets/37/summaryreport.pdf?processed=true、

http://www.psrc.org/about/news-releases/＞ 

 
 ③料金徴収の仕組み 

料金徴収方法は、パイロットプログラム参加者の車に車載器を取り付け、GPS による車

両位置情報等により車載器が走行距離や走行時間を計測、課金額を計算（車載器は無料）

（DSRC、GPS、GSM（課金情報送信）を利用）する。 
パイロットプログラム開始時に、参加者の口座に残高（過去の交通行動に応じ、8 ヵ月間

で 300 ドルから 6,000 ドル）が与えられ、この残高から走行距離に応じた金額が自動的に

引き落とされる。 
課金料金は、時間帯、曜日（平日・休日）、道路種別（高速道路・一般道路により差別化）

に応じて、0～50 セント/マイル（0～25 円/km）（2012 年 11 月 1 日の為替レート、1 ドル

＝80 円に基づく。）であった。 

 
出所：PSRC（Traffic Choice Study）資料 

＜http://www.psrc.org/assets/37/summaryreport.pdf?processed=true＞ 

図 1-16 課金システムの概要図 

GNSS

電子課金

販売所

中央情報処理システム

料金コントロールゲート GSM

GSM

WANWAN

http://www.psrc.org/assets/37/summaryreport.pdf?processed=true
http://www.psrc.org/about/news-releases/
http://www.psrc.org/assets/37/summaryreport.pdf?processed=true
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 ④導入効果 

参加者は課金実施により、1 週間あたりの自動車トリップを 7％、走行距離を 12％、運転

時間を 8％減少させるとの結果が得られた。地域の自動車交通量は全体で 7％減少、また旅

行時間も 5％削減できるという予測結果が得られた。 
  

イ．オレゴン州における対距離課金パイロットプログラム 

①概要 

 第 1 回対距離課金パイロットプログラム（2005 年秋～2007 年 11 月） 
 2005 年秋から 2007 年 11 月にかけて、現行の州燃料税を代替する財源確保手段の実現可

能性を技術的、政策的側面から検討することを目的に、ポートランド都市圏（923k ㎡）の

道路を走行する 285 台の参加車両を対象に、GPS による対距離課金パイロットプログラム

が実施された。 

 
図 ポートランド都市圏の位置図 

 

 
出所：Oregon’s Mileage Fee Concept and Road User Fee Pilot Program, Oregon DOT 

＜http://www.oregon.gov/odot/hwy/rufpp/docs/rufpp_finalreport.pdf ＞ 

図 1-17 パイロットプログラムの対象地域 

ポートランド

●

0 10km

http://www.oregon.gov/odot/hwy/rufpp/docs/rufpp_finalreport.pdf
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第２回対距離課金パイロットプログラム（2012 年 11 月～2013 年 2 月） 
 2012 年 11 月から 2013 年 2 月にかけて、初歩的なオープンシステムの実証を目的に、オ

レゴン州内の全道路を走行する 88 台の参加車両を対象に、GPS による対距離課金パイロッ

トプログラムが実施された。 
 
②経緯 

道路財源の大部分を燃料税に依存している中で、将来の燃料税収不足に対応するために、

2001 年頃からそれに代わる調達手段の検討が開始され、2003 年に走行距離に対する課金制

度の導入が提言された。 
 2005 年より第 1 回対距離課金パイロットプログラム、2012 年からは第 2 回対距離課金

パイロットプログラムが実施された。 
 2013 年 7 月に対距離課金の導入に関する事項が法制化され、2015 年 7 月より 5,000 台

を対象とした課金が導入される予定である。 
 

表 1-10 これまでの経緯と今後の予定 

 事項 
2001 年頃 道路利用者料金プロジェクトチーム設立、燃料税に代わる

調達手段の検討を開始。 
2003 年頃 同チームが走行距離に対する課金制度の導入を提言。 
2005 年秋 車両 20 台による予備実験開始。 
2005 年秋冬 300 台の参加者募集、パイロット参加者に車載機を搭載。 
2006 年 3 月～2007 年 300 台の参加者による実験。 
2007 年 11 月 実験終了。 
2012 年 11 月～2013 年 2 月 88 台の参加者による実験（6 種類の課金方法による）。 
2013 年 7 月 2015 年に実施予定の対距離課金の法制化。 
2015 年 7 月～（予定） 最大 5,000 台の乗用車、軽量商用車に対して、1 マイル当

たり 1.5 セントでの課金を実施する予定。州ガソリン税は

一旦課税された後に還付する予定。 
出所：オレゴン州交通省（DOT）資料及びプレスリリースを元に作成 

＜http://www.oregon.gov/odot/hwy/rufpp/docs/rufpp_finalreport.pdf 、

http://www.oregon.gov/ODOT/HWY/REGION1/Pages/PressReleases.aspx ＞ 

  

③料金徴収の仕組み 

 第 1 回対距離課金パイロットプログラム（2005 年秋～2007 年 11 月） 
料金徴収は、GPS を活用して走行距離を計測し、ガソリンスタンドで燃料補給時に走行

距離データをセンターに DSRC 通信を行う。送信されたデータはセンターにおいて課金額

http://www.oregon.gov/odot/hwy/rufpp/docs/rufpp_finalreport.pdf
http://www.oregon.gov/ODOT/HWY/REGION1/Pages/PressReleases.aspx
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の算定に用いられ、算出された課金額から州燃料税を減じた額を後払いするという流れに

なる。 
課金額は 1.2 セント/マイル(0～0.6 円/km)であるが、一部グループに対して渋滞エリアや

時間(平日 7:00～9:00、16:00～18:00)に応じた差別化を行った。 

 

出所：Oregon’s Mileage Fee Concept and Road User Fee Pilot Program, Oregon DOT 

＜http://www.oregon.gov/odot/hwy/rufpp/docs/rufpp_finalreport.pdf ＞ 

図 1-18 課金システムの概要図 

 
第２回対距離課金パイロットプログラム（2012 年 11 月～2013 年 2 月） 
料金徴収は、4 種類のシステム（a. 走行記録計を車両に搭載、b. 課金されない州外を走

行したことを記録できるよう a.に GPS 機能を装備、c. スマートフォンのアプリと GPS で

記録、d. 走行経歴を記録せず、想定される最大走行距離を基に定額を月払い）からの選択

式であった。システムにより支払方法は異なり、ガソリン税は距離に応じて還付される。 
課金額は、対距離の場合は 1.56 セント/マイル、定額制の場合は月 45 ドルである。 

 

 ④導入効果 

第 1 回対距離課金パイロットプログラム（2005 年秋～2007 年 11 月） 
技術的に燃料税から対距離課金への移行が可能で、時間帯、地域によって課金水準を差

別化することが可能であることが確認された。参加者の 91％が対距離課金への移行を支持

した。 
 

第２回対距離課金パイロットプログラム（2012 年 11 月～2013 年 2 月） 
92％の回答者が、同パイロットプログラムにおけるシステムの利用が容易であると回答

車載機
（車内表示部）

http://www.oregon.gov/odot/hwy/rufpp/docs/rufpp_finalreport.pdf
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した。1 マイル当たり 1.56 セントでの対距離課金額は、燃料税を通した課税よりも 28％程

度高い課税額となった。 
 
 ウ．HOTレーン 

①ＳＲ－９１エクスプレスレーン（カリフォルニア州オレンジ郡） 

カリフォルニア州オレンジ郡にある SR-91 エクスプレスレーンでは、通勤混雑増加に対

応するため、1995 年から約 16km にわたり中央部に 4 車線を建設し、有料化した。 
料金は、曜日・時間・方向に応じて、1.35 ドル～9.55 ドルで変動する。料金収入は借入

金の返済等に充当される。 
ピーク時の平均速度は、無料レーンが 25～30km/h に対し、HOT レーン 4は 95～105km/h

である。 
 

 
出所：FHWA資料を元に作成 

図 1-19 アメリカの幹線道路網と主な HOTレーン導入箇所 

 

                                                   
4 HOT レーン（High Occupancy/Toll Lane） ： 一般車線と区分して設置され、① 「乗車人

数 3 人以上の車両」など乗車人数の規定に合致した車両、 ② ①に該当しないが通行料金を支

払って通行する車両、等特定の車両のみが通行できる車線 
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出所：MANAGED LANES: A Cross-Cutting Study, FHWA 

＜http://ops.fhwa.dot.gov/freewaymgmt/publications/managed_lanes/crosscuttingstudy/chapter4.htm＞ 

写真 1-4 SR-91エクスプレスレーンの様子 

 

②事例：Ｉ－１５ＨＯＴレーン（カリフォルニア州サンディエゴ） 

カリフォルニア州サンディエゴにある I-15HOT レーンでは、HOV レーン 5を 13km にわ

たり HOT レーンへ転換し、1998 年から運用を開始した 
料金は、渋滞状況や時間に応じて、0.50 ドル～8.00 ドルで変動する。料金収入は、道路

管理費用と高速バスの運営費に充当される。 

 
出所：FHWA資料 

写真 1-5 I-15HOTレーンのようす 

                                                   
5 HOV レーン（High Occupancy Vehicle Lane） ：一般車線と区分して設置され、 「乗車人

数 3 人以上の車両」など乗車人数の規定に合致した車両のみが通行できる車線 

HOTレーン

http://ops.fhwa.dot.gov/freewaymgmt/publications/managed_lanes/crosscuttingstudy/chapter4.htm
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２．シンポジウム発表資料の概要と解説 

 

【シンポジウム概要】 

日時：2015 年 10 月 28 日（水） 10：00～12：00 
場所：都市センターホテル 3F コスモス 

 

 

表 2-1 各スピーカーの所属等（敬称略） 

国 名前 所属等 

モデレータ 根本敏則教授（一橋大学） 

パ

ネ

リ

ス

ト 

ドイツ 
トルシュテン・ベーガー 
（Torsten BÖGER） 

VIFG 社（交通インフラ資金調達会社）

社長 

オーストリア 
アンドレアス・フロム 
（Andreas FROMM） 

オーストリア道路公団技術調整部 

フランス 
アラン・エスティオ 
（Alain ESTIOT） 

現 AETC 社社長、元コフィルート社特

別プロジェクト担当部長（フランス） 

アメリカ 
ダレン・ティモシー 
（Darren TIMOTHY） 

米国連邦道路庁革新プログラムデリバ

リー課シニア・アドバイザー 
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◇モデレータのプレゼン 

 冒頭においてモデレータによるプレゼンがあった。その要旨は以下の通り。 

 

＜EUの課金状況＞ 

■EU は、インフラ利用に関する負担の公正の観点から、道路インフラ課金に関するルール

を制定（ＥＵ指令）。 
■加盟各国は、「原因者負担の原則」等の考え方に基づき、適切な課金制度を適用。 

 

 

＜EUにおける相互互換性＞ 

■ＥＵ各国は、互換性のない各国独自のシステムにより課金を実施。 
■当初は 2012 年までに、貨物車を対象として統一化することが目標（EETS サービス）と

されていたが、まだ実現されていない。 

 

 

高速（普通車含む）

高速

高速と一般道

一般道（準備中）

ポルトガル
（1977年）

スペイン
（1969年）

フランス
（1995年）

イタリア
（1925年）

ギリシャ
（1927年）

アイルランド
（1983年）

イギリス
（2014年）

スイス
（2001年）

ドイツ
（2005年）ベルギー

（1995年）

オランダ
（1995）年

デンマーク
（1995年）

スウェーデン
（1995年）

ノルウェー

フィンランド

ラトビア
（2014年）

リトアニア
（2007年）

ポーランド
（2002年）

チェコ
（2007年）

オーストリア
（2004年） ハンガリー

（2000年）

スロバキア
（2010年）

ルーマニア
（2005年）

ブルガリア
（2004年）

ロシア
エストニア

ベラルーシ

ウクライナ

トルコ

スロベニア
（1970年）

＜欧州における大型車課金の導入状況＞

2014 年10月時点

○車両総重量12t以上を課金対象
○料金水準は当該道路網の建設費、維
持管理費により決定

○加盟国は、環境負荷の軽減等を図る
ため、料金の料率を変動させることが
可能

重量貨物車課金に関する
ＥＵ指令（1999年）の概要

＜2006年＞
○課金対象を車両総重量3.5t以上に引
き下げ

＜2011年＞
○外部費用課金として、大気汚染、騒音
に関する課金を可能とするなど改正

EU指令（1999年）の改正

ＥＵ共通のシステム構築に向けた動向

○欧州で統一した電子的課金サービ
ス（EETS:European Electronic Toll 
Services） を実現するため、EU指令を
採択（2004年）。

○EU指令（2004年）を受け、各国関係

機関において、実現化に向けた標準
化作業、実証実験等の取組を実施。

EETS運用のイメージ図
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＜アメリカの課金状況＞ 

■財源調達:燃費の向上などにより、道路特定財源（HTF）の収支が悪化する中、連邦政府

は道路利用に応じた課金として走行距離課金への移行を提言し、パイロットプログラム

を支援。 
■交通需要管理：1991 年から、混雑緩和の観点から、連邦政府の補助による混雑課金パイ

ロット事業（1998 年から「バリュープライシング社会実験事業」と名称変更）を実施。 

 

  

出典）http://financecommission.dot.gov/

○現行の財源（燃料税主体のHTF）は長期的には

持続可能でなく、将来的に道路インフラや公共交
通システムを維持・改善するための投資額を確保
できない。

•長期的には、走行課金
制への移行を可能な限
り速やかに開始。

■2009年報告書
「Paying Our Way（私たちの道には自分で支払おう）」

■道路特定財源制度の仕組み
（Highway Trust Fund）

○燃料税

○タイヤ税

○重量車売上税

○重量者道路利用税 等

財源（連邦政府）

○州交通省

○研究機関 等

プログラム別に配分

○道路整備・維持管理

○パイロットプログラム 等
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２－１ ドイツ 

（１）VIFG の役割 

ア．利用者負担に係る関係者 

■連邦交通デジタルインフラ省が、連邦長距離道路（アウトバーンと連邦道路）の計画と

ファイナンスを所管している。 
■連邦長距離道路の整備、維持管理は、州が所管している。 
■大型車対距離課金の料金徴収は、トール・コレクト社という民間企業が、連邦交通デジ

タルインフラ省から委託を受けて行っている。 
■連邦交通デジタルインフラ省の下部組織に当たる連邦貨物輸送庁は、トール・コレクト

社の運営状況を監視している。 
 

 
 
解説：VIFG の設立目的 

・連邦交通・デジタルインフラ省（BMVI）は、連邦長距離道路課金法（BFStrMG）に基

づく貨物車課金からの課金収入の配分を VIFG に委託している。 
・VIFG の HP では、「貨物車課金の課金負担と資金利用を関連付ける制度的枠組みを提供

し、利用者による資金調達に必要な条件を創出し、それにより課金収入と利用との透明

性を確保する」ことが設立の目的とされている。 
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イ．任務と機能 

■VIFG（交通インフラ公社）は、公的機関として連邦交通デジタルインフラ省から委任を

受け、インフラ財源を確保する役割を担っている。 
■VIFG の役割は、料金収入の調達と配分に分かれる。 
■VIFG は、会計の歳入歳出に関する独自のシステムを設けており、課金の収入と投資に関

する透明性を確保するため、連邦政府に報告を行う。 
■VIFG は、課金収入を主に連邦長距離道路の PPP プロジェクトに配分している。 
 

 
 
解説：VIFG の役割 

・VIFG は、交通インフラの運営に適切なモデルを発展させ、その実施を支援するために、

PPP プロジェクトの準備、実行、管理に関して BMVI を支援している。そのため、交通

部門における PPP 事業モデルを構想段階から体系的に発展させようとしている。 
・VIFG は、ドイツにおける PPP 事業を管轄する中心的機関であり、また交通に関する連

邦の権限の一部を担っている。 
・VIFG は、交通インフラストラクチャの効果的および効率的な供給を促進するために必要

不可欠な役割を担っている。 
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ウ．利用者の資金負担 

■VIFG は、利用者負担により得られた収入を配分する事業会社でもある。 
■VIFG は、大型車対距離課金の収入を全額道路インフラに投資している。 

 
 

解説：ドイツの財源スキーム 

・大型車対距離課金の収入は、導入当初は道路以外の交通モードにも充当されていたが、

2010 年、連邦長距離道路（アウトバーンと連邦道路）のみに充当されることが決定され

た。 
・大型車対距離課金の収入は、Toll Collect 社が徴収し、一旦連邦予算に入った後、VIFG

社に配分される。 
 

 

出所：VIFGの HPをもとに作成 

図 2-1 課金に係る主体の関係図 

 
   

Toll Collect社

大型車対距離課金の
料金徴収を委託

連邦交通・
デジタルインフラ省

VIFG社

大型車対距離課金の
収入の配分を委託
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（２）今後の利用者負担のあり方 

 ア．利用者負担の原則 

■従来では、インフラ整備するための財源をどのように確保するのかという点が、主要な

関心事であった。 
■近年では、効率的な交通インフラを実現するため、必要とされるインフラの質、道路の

サービス水準を考慮し、そのために最適な価格を設定し、利用者負担により資金調達す

るというサイクルの新しい考えがでてきている。 
 

 
 
 
イ．通行料からの完全な利用者からの資金調達へ 

■利用者負担の仕組みを道路インフラのライフサイクルに統合することで、より長期的な

観点から、インフラの質とサービスを考慮することが可能になる。 
■道路インフラに充当される公的資金は、道路関係から得られる収入（税収等）よりも遥

かに少なかったが、利用者負担の考えを導入することで、道路インフラに包括的に係る費

用を負担原資として活用し、受益と負担を一致させる考え方が基本的になっている。 
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解説：ドイツにおける利用者負担の動向 

・2011 年 1 月 1 日より、貨物車課金からの収入はすべて道路に用いられている。これによ

り、道路に関して完全な資金循環の実現への第一歩が踏み出された。連邦長距離道路投資

のための課金を支払う交通は、VIFG の独自の資金管理システム（FMS）により処理され

る。 
・VIFG の HP において、「VIFG は、課金徴収の長所である、課金による資金の特定目的

のための使用に際しての高度な透明性に貢献する。特定目的への資金利用を制度化するこ

とは、利用者からの資金調達を長期的に確保するための必要条件である。交通利用者に関

する資金循環は、課金負担と資金利用を関連付ける制度的枠組みが保証されて初めて創出

され、また維持される」と説明されている。 
・2014 年の課金収入は、およそ 44 億 4200 万ユーロであり、そのうち 34 億 3140 万ユー

ロが VIFG を通じて連邦長距離道路に投資された。 
・2004 年から 2010 年までは、連邦の鉄道および連邦水路に関するプロジェクトも、貨物

車課金からの資金からの配分を受けていた。これらのプロジェクトについては、2011 年

以降、連邦を通じて従来の方法、すなわち租税を通じた資金調達が行われている。 
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出所：VIFGの HPをもとに作成 

図 2-2 課金収入の交通インフラへの投資額と内訳（百万ユーロ） 
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２－２ オーストリア 

（１）ASFINAGの役割 

 ア．ASFINAGの基礎情報 

■ASFINAG は、オーストリアの有料道路網のすべてを管理運営している。 
■ASFINAG は、100%の株式を政府が保有する公営企業であり、子会社が建設・維持管理

の実務に当たっている。 
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イ．職責 

■ASFINAG は、利用者負担に基づき通行料収入を得て、道路の安全性と適切なサービス

水準を確保することを職責としている。 
 

 

 

解説：ASFINAGの設立目的 

・ASFINAG は、1982 年に設立された。現在の従業員は約 2,700 人である。 
・ASFINAG の HP では、ASFINAG グループは、以下を職責とする。 
 現在的で水準の高い道路インフラストラクチャの供給。 
 オーストリア共和国が 100％所有。 
 独占的地位。 
 オーストリアの高速道路網の計画、建設、運営、維持管理、料金徴収、資金調達に責

任を有する。 
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 ウ．費用と収益 

■ASFINAG の 2014 年の収入は、約 20 億ユーロ（債務含む）、約半分（9 億ユーロ）が設

備投資、維持管理に約 4 億ユーロが充当された。 
■ASFINAG の運営において、国からの助成金はない。 
■ASFINAG は、2016 年から 2021 年を対象にした 6 カ年の建設計画を有している。資金

は、完全な利用者負担の原則に基づいており、国からの公的資金が導入される予定はない。 
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（２）オーストリアの料金制度 

 ア．料金体系 

■二輪車、乗用車（及び車両総重量 3.5 トン以下の車両）は、期間課金である。 
■車両総重量 3.5t 超の車両は、対距離課金が課されている。 
■山岳地帯には特別料金が適用される構造物の多い区間があり、二輪車、乗用車にも対距

離課金が適用されている。 
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 イ．徴収方法 

■期間課金は、トールステッカーを購入し、車両のフロントガラスに貼る方式を採用して

いる。 
■対距離課金は、GO-BOX（大型車）という車載器と本線上に設置されたゲートを通して

料金を徴収している。 
■特別料金が適用されている区間では、料金所が設置されている。 
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解説：料金システムの現状 

・オーストリアを通過する車両は、販売端末を介して、車両のナンバーなど支払いに必要

とされるすべての情報を登録しなければならない。 
・捕捉率は 99.7%であり、料金の不払率は 1%未満である。 
・料金の徴収方法について、隣国ドイツで実践されている GNSS システムの使用を検討し、

既存の DSRC システムとの比較を行った結果、結果的に既存の DSRC システムの活用を

継続することが決定された。 
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 ウ．実績（2014年） 

■期間課金のステッカーは、2,400 万枚販売され、収入は約 4.3 億ユーロであった。 
■距離料金については、トランザクション回数が約 6.8 億回、収入は約 12.4 億ユーロであ

った。 
■特別料金区間では約 3,800 万台の車両が通行し、収入は約 1.5 億ユーロであった。2011
年からビデオ料金カードの導入が始められており、販売枚数は飛躍的に増加している。 

 

 



2-21 

 
 
 
（３）相互互換性 

■EETS は、将来的に 1 つの車載器、1 つの登録、1 つの契約で域内を自由に行き来できる

ことを目指している。 
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解説：EETS の経緯と現況 

・EU 各国は、各国独自のシステムにより課金を実施しており、相互互換性は限定的である。 
・欧州で統一した電子課金サービス（EETS:European Electronic Toll Services） を実現

するため、EU 指令が 2004 年に採択されたが、全欧州的な支払システムの統一はまだ実

現していない。 
・EETS では、複数の国をまたいで課金サービス事業（Toll Service Provider）を行うこと

が認められている。 

 
出典：EU 資料をもとに作成 

図 2-3 EETS の運用イメージ 
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２－３ フランス 

（１）コンセッション事業について 

 ア．有料高速道路の歴史 

■フランスは、国と公社もしくは民間企業との間で締結される長期的なコンセッション契

約に基づき、高速道路整備を推進してきた。 
■1980 年に高速道路延長は 3,700km に達し、国は更なるネットワークの拡充を計画した

が、銀行からの融資を十分に得ることができなかったため、プール制（アドスマン）が活

用された。 

 
 

 イ．株主の変化 

■当初の高速道路整備は国有の高速道路会社により行われていたが、1970 年に最初の民間

事業者コフィルートが建設された。 
■2000 年代に入り、民営化が徐々に進められ、2006 年に大手の国保有の株式が全て民間

事業者に売却された。 
■高速道路コンセッション事業における総収入は約 88 億ユーロ、負債総額は 310 億ユーロ

である。 
■コンセッション契約は、大体 2028～2032 年に満了する。 
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解説：コンセッションの歴史と現況 

フランスでは、1955 年に高速道路法が成立し（現在は道路資産法典に編入）、利用者負

担に基づく高速道路整備が本格化した。 
・2013 年において 11,882km の高速道路を有し、そのうち 9,048km（約 80%）がコンセッ

ション契約に基づき有料で運営されている。 
・現在高速道路運営を行っているコンセッション会社は 19 社あり、大きく「旧式」の会社

と EU 指令に基づく入札を経てコンセッション契約を締結した「新形式」の会社とに大き

く分かれる。 
・旧式の高速道路会社は、管理延長は有料高速道路延長の約 90%、売上高は 92%を占める

大手高速道路会社（7 社）である。設立当初（1950~1960 年代）は国が大部分の株式を

有していた混合経済会社（SEMCA）であった。 
・1970 年代に国はこれらの会社の民営化を進めたが、オイルショックによる交通量の低下

により倒産の危機に瀕し、コフィルート（Cofiroute 社）を除き再び SEMCA に戻り、地

域別に再編成された。 
・1994 年、政府は、道路マスタープランの実施を加速させるため、SEMCA の再編成を行

い、自己資本の増強による経営の強化が施された。 
・1995 年から、国と各高速道路会社との間で５カ年の計画契約が締結されるようになり、

その中で、料金、投資、財務目標、利用者サービスなどの水準が定められている。 
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・国は、財政赤字の削減のため、2002 年に民営化を開始し、株式の民間への開放を開始し、

2005 年 6 月、国は大手高速道路会社（コフィルート社を除く）の全面民営化を決定した。

2006 年、国が保有していた大手高速道路会社の株式は。総額 140 億ユーロですべて民間

会社に売却された。 
 

表 1 フランスの高速道路会社（2014年時点） 

種類 会社名 延長（km） 契約 
満了年 

「旧式」1の 
高速道路会社 

COFIROUTE 1,110 2031 
APRR / AREA 2,245.5 2032 
ASF 2,691.9 2033 
ESCOTA 460 2027 
SANEF / SAPN 1760.7 2029 

「新形式」2の 
高速道路会社 

ADELAC 19.6 2060 
ATLANDES  104 2051 
ALBEA 18 2066 
ALICORNE 45 2063 
ALIS 125 2067 
ARCOUR 101 2070 
A’LIENOR  150 2066 
CEVM 3.7 2080 

トンネルもしくは橋梁

の運営会社 3 

ATMB（モンブラン） 137.9 2050 
SFTRF（フレジュス） 80.3 2050 
CCI du Havre 10.8 2027 
SMPTC 2.7 2025 

 

 
 
 ウ．バンシグループの紹介 

■バンシグループは、世界最大手のコンセッション事業者である。 
■フランスにおけるバンシ・オートルート（高速道路）は、4,300km の有料高速道路を管

理し、収入は約 47 億ユーロ、EBOTDA は 34 億ユーロ、負債は 1 億 700 万ユーロである。 

                                                   
1 「旧式」の高速道路会社は 2006 年に国保有の株式売却を完了した大手の会社（Vinci グルー

プに属する会社等）。 
2 「新形式」の高速道路会社は、独立採算制をベースに欧州指令に即した入札プロセスによりコ

ンセッションを得た会社。 
3  赤字経営であるため、大部分の株主は国か地方自治体である。 
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解説：バンシ（Vinci）グループについて 

・バンシ（Vinci）グループは、高速道路、空港、駐車場などのコンセッション事業を担当

する会社とエネルギー、建設事業などの契約業務を遂行する会社とに大きく分かれてい

る。 
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・近年のコンセッション事業として、ドイツの大型車対距離課金の料金徴収業務に参加（ド

イツの Toll Collect 社に 10％出資）するなど国際的にも事業を積極的に展開している。 
 

 
出典：バンシグループの HP をもとに作成 

＜http://www.vinci.com/vinci.nsf/en/page/what-we-do.htm＞ 

図 2-4 バンシグループの事業構成 

  

バンシ

契約（Contracting)コンセッション

高速道路 空港 その他 エネルギー Eurovia 建設

・Cofiroute
・ASF
・Escota
・Arcour

・フランス空港
・ANA（ポルト
ガル）
・カンボジア

・道路
・鉄道
・スタジアム
・駐車場

・フランス・欧
州のエネル
ギー事業
（電力等）

・鉄道インフ
ラの建設事
業（欧州、ア
メリカ大陸で
展開）

・建設事業を
国際的に展
開
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（２）料金改正 

ア．料金引き上げの手続き 

■高速道路料金は、毎年タバコ類を除くインフレ率の 70%を下回らないことを条件とし

て値上げされている。 
■引き上げ率は、各会社により異なっている。 

 

 

解説：料金値上げの監視について：監視機関（ARAFER）の新設 

・コンセッション契約は高速道路料金の値上げは、1995 年 1 月 24 日付けの政令（デク

レ）において、毎年タバコ類を除くインフレ率の 70%を下回らないことが規定された。 
・実際の料金改定式は、各高速道路会社と国との間で締結される 5 カ年の計画契約（非

公開文書）で規定される。 
・ 
・2014 年 9 月、高速道路会社は儲け過ぎていると、高速道路コンセッション事業を批判

する意見書が公正取引委員会により公表された。 
・その意見書によれば、高速道路料金は、インフレ率に連動して毎年引き上げられるこ

とが契約で規定されているが、高速道路のサービス水準に相応の変化はないのに、毎

年料金がほぼ自動的に値上げされていた。 
・また、高速道路会社の収益率は非常に高く、純益は売上高の 20～24%に相当する。料

金値上げ率は、実際のインフレ率よりも高く、金融危機などの影響で交通量が減少し



2-29 

ても、高速道路会社の利益が伸び続けている。 

 

出典：仏公正取引委員会報告書（2014年 9 月）をもとに作成 

＜http://www.autoritedelaconcurrence.fr/pdf/avis/14a13.pdf＞ 
図 2-5 高速道路会社の純益と配当金及び配当金の純益に占める割合の推移 

 
出典：仏公正取引委員会報告書（2014年 9 月）をもとに作成 

＜http://www.autoritedelaconcurrence.fr/pdf/avis/14a13.pdf＞ 
図 2-6 各会社（旧式の会社）の料金値上げ率とインフレ率の比較 

 
・この意見書を受け、政府は高速道路コンセッション事業の見直しに着手し、2015 年 1

月に発効したマクロン法において、鉄道・道路活動監視局（ARAFER）の新設を規定

した。 
・ARAFER は、2015 年 10 月に発足し、国と高速道路会社の間で定められる高速道路料

金の調整を仲裁監視する権限が与えられ、要請があれば料金値上げの妥当性について

仲裁を行うことになる。 
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（３）変動料金、料金割引 

■バンシバンシ・オートルートは、ETC 利用者を対象に多頻度割引を提供している。 
■パリ郊外の A86 トンネルでは、混雑緩和のため、料金を 1.5 ユーロから 10 ユーロまで

変動させている。 
■変動料金により収入を多く得ようとすることは、コンセッション契約の規定により認め

られていない。 
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解説：料金割引に対する自治体の補助 

・コンセッション契約における仕様書では、コンセッションのバランスを崩すような料金

制度を運用することは禁止されているが、以下のオルレアン都市圏のように自治体とコン

セッション会社が協定を締結して料金割引を実施した以下のような事例がある。 
 
 コフィルート社（バンシ・グループに属す）とオルレアン都市圏共同体は、2009 年

に協定を結び、オルレアン都市圏（22 市町村）の住民に対して、ETC 割引制度を提

供している。 
 この割引制度は、高速道路の利用を促進し通勤移動を容易にすることで、職住近接、

雇用の促進など地域経済の振興を目的としている。また、通勤による移動が市街地

を通過しないことで安全性、都市環境の改善というメリットもある。 
 割引率は 80%で、累計 40 回/月までの利用に適用される。 
 割引率 80%のうち 60%はオルレアン都市圏共同体、20%はコフィルート社が負担す

る。 
 対象車両はクラス 1（乗用車）とクラス 5（バイク）である。 

 

 
                   出典：Google Map 

図 2-7 割引が適用される区間（約 8km） 
 
 
  

Orleans Nord

Olivet
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（４）相互互換性 

■フランス国内での統一的な ETC を導入する動きは、1980 年代以降半に始まる。 
■2000 年に乗用車向けの共通 ETC 規格である、Liber-T が導入された。 
■2005 年に大型車を対象とした ETC である TIS-PL が導入されている。 
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（５）今後の方向性 

■フランスでは道路網を改善するための資金が不足しているため、国は高速道路のコン

セッション事業で生まれた利益に着目している。 
■国は、高速道路会社に対してコンセッション期間を延長する代わりに、道路網の改善

や環境対策への投資を義務付けている。 
■2009 年、国と高速道路会社との間にグリーン投資パッケージが締結され、サービスエ

リアの改善、ライドシェアリングの促進などに会社が取組む代わりに、コンセッション

期間が延長された。 
■2015 年、高速道路活性化計画が策定され、コンセッション期間を 2～6 年延長する代

わりに、高速道路の更新事業などに総額 32 億ユーロの投資を会社が行うことが規定さ

れた。 
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解説：今後の動向 

 2014 年 9 月に公表された公正取引委員会の意見書では、高速道路コンセッション事業

の主要な問題点として以下が挙げられている。 
 ・国の担当機関（交通インフラ局）は、特に計画契約の交渉において、料金の値上げ

や投資計画など高速道路会社からの提案に無力。 
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・2013 年秋に国と高速道路会社との間で高速道路振興計画が合意され、総額 32 億ユ

ーロの工事を実施する代わりに最大 6 年のコンセッション期間の延長が決定された

ことで、国と利用者の負担の増加が予想される。 
 
 公正取引委員会の意見書の指摘を受け、国と高速道路会社は協議を開始し、2015 年 4
月に以下について合意した（2015 年 8 月の政令で正式に法制化）。 
 高速道路振興計画などサービス水準向上のための投資を実施（総額 32 億ユーロの投

資）。 
 上記投資の見返りとしてコンセッション期間を平均 2 年延長。 
 コンセッション期間において高速道路会社は総額10億ユーロを交通インフラ資金調

達庁（AFITF）4に拠出。 
 2015 年凍結された値上げ分は、2016～2018 年において料金を段階的に引き上げる

ことで回収。 
 設定した目標を 30%上回る利益を計上した場合、超過分は国に納付。 

 
 
  

                                                   
4 高速道路会社が国に支払う固有の税（国土整備税、国有地使用料）及び速度違反の罰金の一部

を財源として、大規模な交通インフラ事業に投資するため、2005 年に設立された国の組織。 
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２－４ アメリカ 

（１）道路財源の現況 

 ア．道路財源 

■アメリカは、自動車・燃料関係税収および通行料金など、様々な財源を道路整備に充当

している。 
 

 
 
 
 イ．利用者からの収入 

■道路利用者からの収入は、道路だけでなく公共交通にも充当されている。 
■自動車・燃料関係税収及び通行料の収入が連邦の道路財源に占める割合は年々減少して

いる。 
■連邦道路信託基金（HTF）は、近年は支出と収入のバランスが不均衡になっており、求

められる収入を得られていないため、一般財源からの補填が行われている。 
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2-39 

 

 

解説：HTFの概要 

・HTF（ハイウェイトラストファンド）は 1956 年に創設された道路特定財源制度である。 
・HTF は、自動車・燃料関係税を主な財源とし、総合陸上交通法に基づき各州に補助金が

配分される。 
・HTF は、「ハイウェイ会計」と「公共交通会計」に分割され、道路事業に関する補助金

は、ハイウェイ会計から支出される。 
・HTF は、当初は新規道路建設の財源に充当することを主目的としていたが、道路整備が

ほぼ終了すると、用途は道路インフラの維持管理、修繕等にまで拡大された。 
・1991 年以降、各州等への HTF の配分は、総合陸上交通法（現行は FAST 法）で定めら

れたプログラムに基づき決定。 
 

 

図 2-8 HTFのスキーム 

  

財源 HTF 総合陸上交通法
による配分

○燃料税

○タイヤ税

○重量車売上税

○重量車道路利用税 等

ハイウェイ会計

公共交通会計

○各州交通省

○研究機関 等
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ウ．道路支出 

■道路支出は、大部分が州と地方政府から拠出されている。 
■連邦の道路財源は、大部分が州の資本支出への補助金として使われている。 
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（２）通行料金の現況 

■有料道路は、北東部に集中している。 
■通行料金による収入は、交通投資財源としての注目されるようになっており、特に大

都市圏では、HOT レーンの建設など有料化への動きがみられる。 
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解説：新授権法制定までの財源に関する議論 

2015 年 12 月 4 日、MAP-21 の後継法として米国陸上交通修繕法（Fixing America’s 
Surface Transportation Act、通称 FAST 法）」が成立した。成立までに、以下のようなガ

ソリン税に変わる様々な財源確保策が議論された。 
 

表 2-2 新法成立までに議論された財源確保策 

提案 現状、議論の内容等 
法人税改革 ・国際企業の海外留保利益への課税強化。 
燃料税の 
引上げ 

・安定的な財源として、連邦ガソリン税の増税。 
・但し、大統領及び議会多数派共和党幹部は選挙を恐れて敬遠。 

道路課金の 
拡大 

・既存のインターステートに課金することによる更新費用の捻出や料金

変動による渋滞マネジメントの実施。 
・州政府に対して課金実施の柔軟性を拡大。 

歳出削減 ・連邦職員退職金制度の算出方法見直しを含めた歳出削減案。 
  

FAST 法は、5 カ年 3,050 億ドル（年 610 億ドル）の授権法であり、原資は従来通りの燃

料税収を中心とした財源に加え、一般財源から 700 億ドルが HTF に繰り入れられることと

なった。最終的に FAST 法においては、一般財源からの充当で財源問題を解決することが

決定された。 
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 ウ．公共政策問題 

■有料とする場合、他の道路への交通量の転換、地域間の公平性。ETC システムの相互互

換性など政策上考慮しなければならない様々な課題がある。 
■料金については、設定方法、収入に占める管理費の割合、用途を何に充当するか（道路

のみか、道路以外の交通モードか）などの問題をクリアにする必要がある。 
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（３）連邦通行料課金プログラム 

 ア．プログラムの要件 

■連邦補助を受けられる通行料課金（Value Pricing）プログラムは、新設の道路や橋梁へ

の課金、HOV レーンから HOT レーンへの転換などを含む主流プログラムと混雑課金な

どの試験プログラムの 2 つに大別される。 
■通行料課金プログラムでは、収入の用途が道路もしくは道路以外の陸上交通の改善に充

当されることが実施要件である。 
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解説：Value Pricing Pilot Programについて 

1991 年に、変動料金体系を通した交通渋滞の抑制効果、利用者や交通容量、大気質等へ

及ぼす影響を理解することを目的として、連邦議会が Congestion Pricing Pilot Program を

導入した。 
連邦規則では、連邦補助道路における通行料金徴収を原則禁止しているが、同プログラ

ムの制定に伴い、例外規定が新たに設けられ、HOT レーン等を通した料金徴収が可能とな

った。 
その後、TEA-21 で現在の Value Pricing Pilot Program に名称変更がなされ、2012 年の

SAFETEA-LU の後継法である MAP-21 が制定されるまでの間、引き続き授権法による予

算付けがなされた。MAP-21 では、議会による追加の予算付けはなされなかったが、2012
年以降も既に採択された事業については、FHWA が継続的に支援を行っている。 

2015 年時点で、12 の州（カリフォルニア州、オレゴン州、テキサス州、コネチカット州、

フロリダ州、イリノイ州、メリーランド州、ミネソタ州、ニュージャージー州、ノースカ

ロライナ州、バージニア州、及びワシントン州）および 2 都市（ニューヨーク市及びワシ

ントン DC）が、同プログラムに引き続き参加している。以下は主な財源割り当てがなされ

たプロジェクトの例である。 
 

表 2-3 Value pricing pilot programにおけるプロジェクト例 

プロジェクト名 場所 概要 補助額 
SFPark Urban 
Parthership 

カリフォル

ニア州 
リアルタイムデータ等を活用し、

需要に応じた駐車変動料金制によ

る新たな駐車場管理手法の実験 

$10,000,000 

Express lanes system 
concept study 

ワシントン

州 
ネットワーク型のエクスプレスレ

ーン導入に向けた調査 
$1,280,000 

Peer-to-Peer 
Ridesharing in 
Portland, Oregon 

オレゴン州 カーシェアリングの導入による利

用者の行動への影響を評価 
$1,725,000 

Regional Congestion 
Pricing Study in 
Orlando 

フロリダ州 オーランド市を中心とした都市部

における混雑課金の導入の可能性

に関する調査 

$350,000 
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（４）対距離課金 

 ア．対距離課金の研究 

■対距離課金は、燃料税の代替になりうる財源として考えられている。 
■連邦からの補助を受けて、対距離課金の研究が行われており、「個人のプライバシーの保

護」が、最大の課題として考えられている。 
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 イ．オレゴン州のパイロットプログラム 

■オレゴン州では、2015 年 7 月から対距離課金プログラムが実施されており、900 人が参

加している。 
■プログラム参加者には、実際に料金の請求がなされ、支払い済みの州燃料税が控除され

る仕組みである。 
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解説：オレゴン州の試験プログラムについて 

オレゴン州では、道路財源の大部分を燃料税に依存している中で、将来の燃料税収不足

に対応するために、それに代わる調達手段の検討を開始した。 
2003 年に、走行距離に対する課金制度の導入が提言され、2005 年秋から 2007 年 11 月

にかけて第 1 回パイロットプログラムが実施された。 
2012 年 11 月から 2013 年 2 月にかけては、第 1 回パイロットプログラムを踏まえつつ、

初歩的なオープンシステム（複数の製造業者により同様の機能を有する構成部品を容易に

提供/代替できる、共通の仕様と OS に基づく統合的システム）を実証することを目的に、

第 2 回パイロットプログラムが実施された。 
2013 年 7 月に、オレゴン州議会において対距離課金ボランティアプログラムが法制化さ

れ、2015 年 7 月 1 日より州燃料税に代わる道路インフラ財源として、国内初の対距離課金

システムをボランティアプログラムとして導入した。 
実験は、GPS を活用したものであり、道路走行距離を報告できる装置を搭載した車両や

車両総重量が約 4.5 トン未満の車両等最大 5,000 台を対象に、オレゴン州内の全道路で適用

される。 
課金方法は、車載器で走行距離や燃料消費量に関する情報を発信（GPS 機能付車載器は

州外での走行距離も算定）し、走行距離や燃料消費量から税額を算出し、納付した州燃料

税と課金額の差額分を追加徴収または還付される。課金額は 1.5 セント/マイルであり、収

入は州道路ファンドに繰り入れられる。 
 

 
出所：Oregon’s Mileage Fee Concept and Road User Fee Pilot Program, Oregon DOT 

＜http://www.oregon.gov/odot/hwy/rufpp/docs/rufpp_finalreport.pdf ＞ 

図 2-9 課金システムの概要図 

 
 

http://www.oregon.gov/odot/hwy/rufpp/docs/rufpp_finalreport.pdf
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３．討論内容と解説 

３－１ 財源調達と混雑緩和策 

主要論点 

■料金設定の主な根拠となるのはインフラ費用である。 
■混雑費用は料金に反映されていない。 
■環境費用については、EURO 排出クラスに応じて料金が差別化されていることである

程度は反映されているということができる。 
■環境費用の負担については、道路利用の対価としての料金に含めるよりも、税として

徴収すべきではないか？ 
 

 

（１）ドイツ 

【混雑課金について】 

質問：混雑課金の導入予定はあるか？EURO クラスで課金帯を変えているが、それによ

り環境改善は進んでいるのか？  
回答 
 環境の改善の側面は、EURO 排出クラスにおいて料金を差別化しても効果はないと思

う。 
 個人的な見解であるが、環境対策というのは、税を活用して実施するべきことであり、

通行料を用いるべきではないと思う。 
 混雑対策に関しては、ドイツでは予算不足という別の問題があり、混雑の発生理由が

何であるかをまず解析する必要がある。 
 

【課金設定額の根拠】 

質問：大型車課金の課金額の設定根拠は何か。また、隣国との料金水準の調整は行って

いるのか。 
回答 
 インフラ費用と排出量を考慮して決定される。 
 インフラ費用は、全体のインフラ整備に必要なコストを計算し、将来の交通量推計か

ら各 EURO クラスの通行料の分析が行われる。排出量は、排気量が一番低い車両には

低い料金、高い車両には高い料金が課されるように設定される。 
 自動車業界で車両の改善が進められると、それに応じて見直しを行う。 
 料金調整と車両の改善の循環が環境に好影響を与える一方で、収入が落ち込むことか

ら、インフラ投資のための資金調達システムが必要である。 
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（２）オーストリア 

【混雑課金について】 

質問：混雑課金の導入予定はあるか？EURO クラスで課金帯を変えているが、それによ

り環境改善は進んでいるのか？ 
回答 
 現行の課金制度には適合しにくく、混雑課金の導入は予定されていない。 
 環境の改善の側面は、EURO 排出クラス別に料金を差別化することである程度実現し

ていると思う。 
 
解説：EU指令について 

・課金はもともと道路費用を負担する手段として考えられていたが、1990 年代に入ると

環境への意識の高まりから環境費用の負担も考えられるようになった。 
・1999 年に国境をまたがって長距離の移動をすることが多い大型貨物車を対象に、イン

フラ利用に関する負担の公正の観点から、一般的な道路インフラ課金に関する指令を制

定した。 
・EU 指令に基づき、各国は課金制度を検討し、各自の判断で導入している。 
・EU 指令は幾度かの修正を経て、現行指令の概要は以下の通りである。 
 大型貨物車両は、他の交通機関に比べて、インフラ費用の負担が少なく、環境へ

の負荷も大きいことから、「原因者負担の原則」等の考え方に基づき、適切な課金

制度を適用できる。 
 料金の水準は当該道路網の建設費、維持管理費により決定する。 
 加盟国は、環境負荷の軽減、混雑の緩和、道路の損耗の最小化等を図るため、大

気汚染・騒音の基準または時間帯に応じて料金の料率を変化させることができる

（2006 年の改正）。 
 
 
（３）フランス 

【アドスマンについて】 

質問：アドスマン（Adossement）のコンセプトはどういう意味か？ 
回答 
 アドスマンとは、元々は背負うという意味である。つまりは、需要の大きくコンセッ

ション事業として収入の大きい路線を経営しているコンセッション会社が隣接する新

規路線を整備することを言う。 
 現在では、EU 指令によりアドスマンは行われていない。新規路線を整備する際は EU

指令に基づいて公開入札の手続きを通さなければならない。 
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【変動料金について】 

質問：変動料金収入増を、非混雑時の割引に使うということは、財源調達と交通需要管

理とは別の政策ということか？ 
回答 
 導入当初は、コンセッション会社による多額の利益を防ぎ、交通需要管理を通して収

入を確保することが目的であったが、現在は交通需要管理として活用されている。 
 

解説：フランスの変動料金施策 

【A1の変動料金（SANEF社）】 

パリ近郊の A1 では、日曜および祭日の月曜日の午後においてパリ方面への交通流の円

滑化のためにパリ近郊の出口で割引・割増（±25%）の変動料金制が 1992 年から導入さ

れている。 

 

図 3-1 施策の実施区間 

 
出所：SNEF社 HPをもとに作成 

＜http://www.sanef.com/Items-colonne-promo-info/Modulation-des-tarifs＞ 

図 3-2 郊外における時間帯別料金（A1:リール→パリ間の例） 

A１（延長約42km）
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【A5/A6 の誘導施策】 

パリ・ボーヌ間は、A6（約 280km）と A5・A31（約 360km）の 2 つのルートがある。

ボーヌはパリとリヨンを結ぶ幹線上にあり、特に観光シーズンにおいて直線距離で短い

A6 に交通量が集中する傾向にあった。 

そこで、当該路線を運営する APRR 社は、冬季行楽シーズンにおいて、A6 ルートが非

常に混雑するのを避けるため、料金調整を行い交通の誘導を図った（実施期間：1995～
1997 の冬季の休日）。 
 

 
＊所要時間は非混雑時のもの 

図 3-3 パリとボーヌ間で料金調整が実施されている区間 

 

A5/A31 の料金は、距離の増加による燃料費の増加を考慮して、A6 ルートよりも約 8
ユーロ安く設定された。 
 

 
出所：APRR社資料をもとに作成 

図 3-4 料金の変化（パリ～ボーヌ間） 
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出所：APRR社資料をもとに作成 

図 3-5 各路線の料金調整前後の交通量比較（パリ～ボーヌ間） 

 

 この料金調整策により、A6 の交通量は 10%減（A5・A31 は 200%増）となり混雑緩和

に貢献した。 
 
 
（４）アメリカ 

【HOTレーンについて】 

質問：HOT レーンの導入に際して、パフォーマンス要件が求められるということだが、

基準を設けて、その基準を満たせる場合にのみプロジェクトを採用するということ

か？ 
回答 
 連邦法により、HOT レーンを走行する車両の 90%以上が毎時 45 マイル以上で走行で

きるように運用しなければならず、これを満たせない場合は、課金の解除や他の対策

を行わなければならない。 
 
【課金政策の意義】 

質問：課金政策に関して、アメリカでは財源調達と交通需要管理では財源調達がより重

要ということか？ 
回答 
 HOT レーンに関しては、重い車両が走行することは好ましくないという考えから、一

般的な乗用車の交通需要管理を目的とする。 
 ロードプライシングの利点は、道路の新設や拡幅等と比べ、投資コストが低く、かつ

収入にもなることである。 
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３－２ 課金対象の設定 

主要論点 

■ドイツ、オーストリアでは、大型貨物車には対距離課金により料金を徴収している。 
■フランスでは、大型貨物車を対象とする課金（エコタックス）の導入は頓挫してしま

ったが、国は大型車課金の導入を完全に諦めたわけではない。 
■欧州ではインフラ費用の負担という観点から、大型車に課金を求める傾向にあるが、

根本の問題はインフラ財源の資金不足であり、乗用車にも相応の負担を求めるべきで

はないかとの考えがある。 
■税収で道路整備を推進してきた国（ドイツ、アメリカ等）では、新規に負担（通行料

金）を求めることに対する国民の反発が強く、行政に困難な問題が生じる可能性があ

る。 
 

（１）ドイツ 

【乗用車課金について】 

質問：ドイツで乗用車課金の導入が予定されているが、大型車課金の課金対象を 3.5t 以

上まで含め、乗用車にも大型車と同様に負担を求める予定なのか？ 
回答 
 法律では、全ての車両が課金の対象になっているが、欧州裁判所で係争中のため、施

行はされていない状況である。 
 
（２）オーストリア 

【対距離課金について】 

質問：乗用車はビニエット（時間課金）で負担を求めているが、GO-BOX で対距離課金

を取る予定はないか？ 
回答 
 2014 年にどのような走行課金システムを今後 15 年にわたり導入するかという議論が

行われ、乗用車については走行課金を行わないという政治決定が下された。 
 
解説：欧州における大型車と乗用車の課金状況 

南欧諸国（フランス、スペイン、イタリアなど）は、乗用車・大型車ともにコンセッ

ション制度に基づき有料での高速道路整備を推進してきた。コンセッション制度の運用

は、その他、アイルランド、ギリシャでもみられる。乗用車に関しては、旧東欧諸国で

は、対時間課金となるビニエットを運用している国が多い。 
大型車対距離課金に関しては、ドイツ、スイスを境として東側の国で多く導入されて

おり、時間課金（ビニエット）はイギリス、北欧諸国で運用されている。 
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出所：EU 資料をもとに作成 

＜http://ec.europa.eu/transport/modes/road/road_charging/doc/hgv_charging.jpg＞ 
図 3-6 大型車の課金状況   図 3-7 乗用車の課金状況 

 

 
 
（３）フランス 

質問：フランスは軸重制限値が 13t と他国に比べて大きい。そのため、道路の建設や維持

管理を大型車に負担させるべく、エコタックス（対距離課金）や大型車通過交通料金

を課そうとしているのか？反対はあるようだが、大型車に負担を求める方針に変わり

はないか？ 
回答 
 2007 年に検討が開始されたころは景気が良かったが、その後悪化したことで課金対象

道路が拡大し、地方自治体の管理する道路まで及んだ。 
 1532 年にフランス王国とブルターニュ王国の間で結ばれた契約（通行料金を徴収しな

い）を根拠に、ブルターニュ地方のトラック運転手らがエコタックスに激しく反対し、

課金は中断を余儀なくされた。 
 税金に関して国があきらめることはないと思うが、地方選挙も予定されているため、

すぐに何かが決まることはないと思う。 
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解説：エコタックス（大型車対距離課金）の経緯 

・フランス政府は、2014 年 1 月 1 日から大型車対距離課金(エコタックス）を施行する

予定だったが、2013 年夏から国内で激しい反対運動が起こり、2013 年 10 月、エコタ

ックスの無期限延期が決定された。 
・その後、フランス政府は、2014 年 6 月初旬、エコタックスの改革案として、大型車通

過交通料金の概要を発表、6 月 25 日に国会が課金案を採択した。 
・しかし、2014 年 10 月 9 日、エコロジー省大臣は、トラック業界の反発を受けて、大

型車通過交通課金の無期限延期を発表し、現在、更なる代替案を検討しているところで

ある。 
 

表 3-1 大型車対距離課金（エコタックス）を巡る経緯 

2009 年 8 月 ・エコタックスの導入を規定した環境グルネル法が成立。徴収業務を

委託するための入札手続き開始。 
2011 年 ・エコムーブ社と PPP 契約を締結（運営を 2025 年まで委託）。 

2013 年 5 月 ・交通法典、税関法典の改正→エコタックスの具体的な運用制度が最

終的に決定。 

2013 年 8 月 ・ブルターニュ州でガントリーが初めて破壊される。その後、反対運

動は激化。 
2013 年 10 月 ・政府はエコタックスの無期限延期を発表。 
2013 年 11 月 ・国会に調整委員会を設置し、エコタックスの改革案の検討開始。 
2014 年 6 月 ・政府はエコタックスの改革案（大型車通過交通料金）を発表。 

2014 年 7 月～ ・トラック業界による反発が激しくなる。 
2014 年 10 月 ・社会実験を開始（パリのペリフェリック道路）。 
2014 年 10 月 ・政府は大型車通過交通課金の無期限延期を発表。 

 

 
 
（４）アメリカ 

【対距離課金の現況】 

質問：ワシントン州やオレゴン州等、自家用車の対距離課金があるが、欧州のように大

型車に対して負担を求めるという予定はないのか。 
回答 
 大型車は、乗用車に比べて既により多くの税金を支払っている。 
 連邦税では、ガソリンより 30%高いディーゼルを大型車は使用しており、タイヤ税等

も高い税率が設定されている。 
 州で大型車により重い税を課す理由としては、走行距離や道路の使用状況が各州で異

なることから、連邦レベルで平均化するために設定されている。 
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【対距離課金導入の課題】 

質問：他の州から流入する大型車に対しては、対距離課金が有効であると思うが、州が

この仕組みを取り入れない理由は何か。 
回答 
 州を跨ると行政上の様々な課題が生じる。アメリカでも欧州のように州を通過する交

通に対して負担を求めないと不公平であるという議論もあるが。州間の調整など行政

上の手続きが複雑になる懸念がありなかなか実現していない。 
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３－３ 今後の課金政策の方向性 

主要論点 

■欧州では、ETC の統一システムの導入に取り組んでいるが、現時点では最適なシステ

ムがまだ見いだされていない。 
■米国では対距離課金の導入に関して引き続き研究が継続される予定である。 
 

（１）ドイツ 

【大型車対距離課金の今後】 

質問：大型車の課金が車両総重量 12ｔから 7.5ｔに拡大したが、課金対象にならない 3.5
ｔから 7.5ｔの間のトラックに今後課金する予定はあるか？  

回答 
 この議論は政治的な側面に関係している。欧州委員会においても、欧州全体の調整と

いう観点から、どの重量カテゴリーを課金対象にするのが適切か議論しているところ

である。 
 将来的に、車両総重量 3.5ｔから 7.5ｔの間のトラックも課金対象になる可能性は十分

ある。 
 
（２）オーストリア 

【相互互換性について】 

質問：オーストリアでは、GO-BOX という仕組みを導入しているが、ドイツ、スイスな

ど、他国の車はオーストリアで料金を払えるのか？また、オーストリアから他の国に

行った場合、GO-BOX で料金を支払うことはできるのか？ 
  
回答 

 オーストリアの GO-BOX は、相互互換性がない。そのため、原則として近隣諸国から

オーストリアに入国した場合、料金の支払いのためには GO-BOX の入手が必要になる。

ただし、ドイツ、スイスの車載器は対応している。その一方で、GO-BOX ではドイツ

の料金は払えない。 
 料金の支払い方法に関しては、将来的に相互互換性を確保することが必要であると考

えている。 
 
（３）フランス 

【相互互換性の確保に向けて】 

質問：EETS の導入における商業的な問題（Commercial issue）とは何か？ 
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回答 
 簡潔に言えば、費用負担の問題である。まだ適切なシステムが見出されていない状態

である。 
 EU 指令では、電子課金サービスの提供者（プロバイダ）が料金を徴収するべきとなっ

ており、コンセッション会社が直接 ETC 制度から料金を徴収することができない。 
 課金事業者である高速道路会社と技術サービスを提供するプロバイダが関係しており、

高速道路会社としてはプロバイダ（TSP）の取り分（手数料）が多くなれば料金収入の

利益が減ってしまう。 
 欧州で統一的な ETC 規格を開発するための技術的な障壁はないが、課金事業者（コン

セッション会社）、課金プロバイダ（TSP）、利用者の間でどのように費用を負担し、利

益を配分することが適正なのかという問題がクリアされていない。 
 
 
（４）アメリカ 

【対距離課金の今後】 

質問：法律が通過した場合に対距離課金のリサーチプログラムを実施するというのは、

将来的に連邦政府として全国展開するという考えなのか？ 
  
回答 
 対距離課金はプライバシーの問題から反発が大きく、上院の論点となっているのは財

源の調達方法についてであり、法案では直接的に対距離課金とは表現していない。 
 具体的に対距離課金と言及してしまうと、個人のプライバシーの問題など付随的な問

題が生じて大きな反発を招く恐れがある。 
 そのため連邦政府としては、対距離課金など具体的な実施方法ではなく、従来の税収

に代替する財源の調達ということを重視して、課金プログラムを発展させていければ

と考えている。 
 
 
 
 


