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の累積債務を償還、帳消しにすると言明しているが、
きわめてその過程は不透明となっており、国民の信

市民参加・環境配慮・事業手法
からみた日米高速道路整備の比較

頼が得られているとは言えない。
道路公団の民営化後、巨額の累積債務を民営化し
た東日本、中部日本、西日本の高速道路株式会社か
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ら切り離すことにより必要な高速道路だけを国直轄
方式で整備することになった。しかし必要な道路を
判断するための B/C、すなわち費用便益比の分析
が不十分であり、不要不急な高速道路が全国各地に
造られている。いずれにせよ、高速道路の財政問題

１．はじめに
ここ一年、日本ではガソリン税の暫定税率や道路
特定財源問題に象徴されるように、道路整備のため

は、国民にとって年金問題などと同様に、身近な存
在でありながらわかりにくい問題のひとつであるこ
とに違いがない。

の財源問題が大きな社会問題となっている。かつて

そんな中、２
０
０
８年自民・公明政権は、土日、祭日

OECD（経済開発協力機構）が指摘したように日本

に限定し２
０
０
９年３月２
８日から２年間、国幹道の利用

の土木系公共事業費は、先進諸国中で突出して高く、

料金を ETC 装備車に限定し、一律１
０
０
０円とした。

さらに公共事業費の約１／３が道路事業にあてられ

さらに２
０
０
９年８月３
０日に投開票された総選挙で民主

てきたという事実もある。

党が圧勝した。民主・国民・社民の連立政権は、国

我が国の高速道路基盤整備に関しては、個々の高
速道路の「独立採算」を原則とし、料金収入をもと

幹道の料金を社会実験をしながら順次、無料化を全
国規模で実施してゆくこととなった。

に整備、償還後、国民が無料で高速道路を使えるこ

本稿では、米国の高速道路整のあり方について現

とになっていた。だが、国はその後「プール制」の

地調査を行い、日本における今後の高速道路のあり

整備方式を導入、結果として個々の高速道路の独立

方について考察、提言することを主な目的としてい

採算性を無視し国土幹線自動車道（以下単に国幹道）

る。

が日本の津々浦々で造られるようになった。
こうして道路特別会計の累積債務が増加し現在、
約４
０兆円にもなろうとしている。さらに高速道路の

なお、現地視察は２
０
０
７年１
１月と２
０
０
８年３月の２回
に分け、それぞれ約１週間行った。同現地調査では、
別途

自動車から排出される二酸化炭素（CO２）の

インターチェンジや料金所そこへの一般道路からの
アプローチなどの整備では、その費用の多くを自治
体が一般会計や地方債を発行するなどして拠出する
こととなり、国だけでなく地方自治体の財政状況を
も悪化させる遠因とっていた。
その後、日本道路公団が民営化され新らたに設置
された道路保有・債務返済機構は４公団合計で約４
０
兆円に及ぶ累積債務を引き継ぐことになった。国は
料金収入により時間をかけ道路保有・債務返済機構
写真１
１

カリフォルニア州環境保護の気候変動・地球温暖
化対策担当者と
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排出規制権限をめぐる米国の連邦環境保護庁

る。しかも、環境アセスに際しては、代替案の設定

（EPA）とカリフォルニア州政府との間での紛争に

と社会経済環境項目による相対評価が厳しく義務づ

ついてサクラメント市にあるカリフォルニア州政府

けられている。高速道路事業の代替案には、道路周

環境資源局に現地調査を行っている。これについて

辺の土地利用、立地（路線）
、構造・設計、建設コ

は、あらためて報告したい。現地調査は、カリフォ

スト、立ち退き者数なども含まれる。

ルニア州全域を対象とし、２
０
０
７年１
１月にはロサンゼ
ルス、サンディエゴ、アリゾナ州、２
０
０
８年３月には

３．米国の高速道路整備の種類

サンフランシスコ、オークランド、サクラメント、

米国の高速道路はフリーウェイ（Freeway）あ

タホ湖、サンホセ、サンタクルスなどカリフォルニ

るいはエクスプレスウェイ（Expressway）と呼ば

ア州内の高速道路を中心に約１
６
０
０km を走行し現地

れているが、それらは大別して次の３つある。

調査を敢行した。

①州際高速道路（Inter State Highway）
州と州をつなぐ高速道路である。州際あるいは州

２．米国の高速道路整備の歴史

間（Inter State）高速道路と呼ばれている。カリフォ

米国では国論を２分する大議論の末、高速道路の

ル ニ ア 州 で 有 名 な 州 際 高 速 道 に は８
０号 線（Inter

整備に国民の税金を投入するいわゆる「直轄方式」

State Highway 80）や５号線（Inter State Highway

が採用された。

5）がある。いずれも片側５車線、対面で平均１
０車

１
９
５
６年、連邦補助道路法（Federal Aid Highway

線もある巨大な高速道路である。

Act）が制定され、今日に至るまで高速道路の整備
は例外を除き原則税で行われており国民は無料で高
速道路が使える。その米国の高速道路は１
９
４
６年に制
定された連邦行政手続法（APA）
、１
９
６
６年９月に制
定された連邦情報自由法（FOIA）を環境政策面で
踏襲した国家環境政策法（NEPA : National Environmental Policy Act）が１
９
６
９年ジャクソン上院議

写真２

米国の西海岸を縦断する州際高速道路（フリー
ウェイ）５号線

員らの議員提案法案（議員立法）で制定されるに及
びまったく新たな局面を迎えることとなった。

②連邦高速道路（Federal Highway）

NEPA は連邦政府の行為及び連邦補助金を使う

次は連邦高速道路（Federal Highway）である。

あらゆる行政行為に環境影響報告書（EIS, Environ-

今回のカリフォルニア州現地調査では州都であるサ

mental Impact Statement）手続を義務づけた。連

クラメントの官庁街があるダウンタウンから宿泊先

邦行為、連邦補助行為には当然のこととして高速道

のカリフォルニア大学サクラメントに近い宿泊先ホ

路も含まれた。

テルまで、またホテルからネバダに近いタホ湖に行

この環境影響報告書手続により米国の高速道路整

く際に連邦高速道路５
０号線（Federal Highway 50）

備は、全面的な情報公開と市民参加にもとづき整備

を使用した。またサンフランシスコ空港がある南サ

されることになる。

ンフランシスコからサンフランシスコのダウンタウ

米国の環境アセスメント（以降単に環境アセス）

ンに行く際には連邦高速道路１
０
１号線を頻繁に使っ

は、日本の環境影響評価法の手続と異なり、連邦行

た。この連邦高速道路の大部分の車線数も片側４車

為、たとえば高速道路整備の①必要性、②妥当性、

線ある。

③正当性の３つの観点から調査、予測、評価してい

32

③州高速道路（State Highway）
３つ目の高速道路は、州の高速道路（State Highway）である。カリフォルニア州で有名な高速道路
は１号線である。この道路はカリフォルニア州の太
平洋岸を南北に走っている。２
０
０
７年１
１月の現地調査
では同年１
０月に起きたサンディエゴの山林火災後に
現地入りしたが、ロサンゼルス空港からサンディエ
ゴまでは州際５号線から外れ太平洋側を走行した
際、何度となくこの州高速道路１号線を使った。
上記以外の道路は、日本で言うところの一般道路
であり州道、市道などの地方道である。

写真４

金門橋にある料金所

４．米国の高速道路整備方式
米国の高速道路網は、昔のローマ帝国時代のロー
マ街道とほぼ同じ延長となっていると言われる。
ローマ帝国は欧州地域はもとより中東、北アフリカ
地域などを席巻する大帝国であった。それに類する
道路延長を米国はもっていることになる。もちろん、
写真３

カリフォルニア州高速道路１号線。
左側は太平洋岸

石油価格が高騰している昨今、ローマ帝国の領土同
様、あまりにも道路延長が壮大であるが故に、米国

米国の高速道路にも一部有料道路があるが、圧倒
的多くの高速道路は無料である。フリーウェイとい

が滅びることがないとも言えないであろう。すでに
その兆候は出ている。

うと、無料で使える高速道路と思っている人が多い

その米国では、日本同様、最初に高速道路を整備

が、「フリー」の意味は一般道のように交叉点や信

するときに税金で整備するか（直轄方式）
、それと

号によって、その都度、車が止まることがない道路、

も有料道路とし通行料金をもとに道路を整備するか

スムースに流れる道路を意味している。

に関して国論を二分する議論が行われたという。

カリフォルニア州には上記の州際、連邦、州の高

結局、米国では「高速道路は税金でつくる」とい

速道路があるが、いずれも利用者は日本のようにい

う基本政策を掲げ、最終的に高速道路は州際、連邦、

ちいち料金所で料金を支払う必要はなく、無料で高

州ともに無料となった（もちろん一部例外はある）
。

速道路が利用出来る。もちろん例外はある。たとえ

これには有料にしても採算が取れないという明快

ばサンフランシスコ・ベイエリアの場合、ゴールデ

な理由がある。米国では、高速道路は単に採算性だ

ン・ゲート・ブリッジやベイ・ブリッジでサンフラ

けで整備の可否を決めるのではなく、厳格な社会経

ンシスコのダウンタウンに入る車から料金をとって

済的な必要性で決めている。しかも連邦政府と州政

いる。これはロードプライシングと言い大都市中心

府による直轄、つまり税金で整備することに決め、

部の渋滞の緩和や大気汚染対策のために都市の中心

その後も一貫してその方針を変えていない。

部に車が入るのを抑制する施策である。昨今、ロン
ドンはじめ EU 諸国の大都市でもロードプライシ
ングが実施されているが、日本では今のところ実施
されていない。

５．米国の高速道路整備と市民参加
米国における高速道路整備の大きな特徴に市民参
加があると言ってよい。高速道路整備は所管は連邦
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運輸省（DOT : Department of Transportation）の

Ⅴ．

施工契約・建設・供用・管理

連邦道路局（FHWA : Federal Highway Agency）

の５段階、２
４のステップのうち、▼の印を付けた１
６

が行っている。州際高速道路や連邦高速道路は当然

のポイントで、道路事業者は、さまざまな情報公開、

だが、州の高速道路に連邦から州に補助金が拠出さ

市民参加、SEE のアセスメントが義務づけられて

れる場合にも重視されるのが、SEE すなわち社会・

いる。さらに米国の高速道路整備では、道路の起点

経済・環境についての環境アセスメントと情報公開、

と終点が決まったあと、環境アセスでは通常、道路

市民参加である。

の路線がどこを通過するかについて複数の代替案が

米国では上述の連邦行政手続法、連邦情報自由法

つくられる。多くの場合、路線選定に市民が参加す

そして１
９
６
９年に制定された国家環境政策法の３つの

る。参加して路線や構造の代替案がつくられるので

連邦法によって事業者に情報公開、市民参加、環境

ある。これをデザイン・イン（design in）という。
このように徹底した情報公開と市民参加をもとに

配慮を厳しく義務づけている。
図１は、米国の高速道路整備における道路事業の

各代替案を社会面、経済面、環境面から分析、評価

計画・実施過程に対応した市民参加の流れを示して

し、ひとつの案に絞り込んで行くことになる。代替

いる。

案のなかには「開発なし」あるいは「何もしない」
（no action）もある。

図では、

筆者が事例調査してきた米国の道路事業の環境ア

Ⅰ．システム計画段階
Ⅱ．事業計画段階

セスの中で代替案の数が最も多かった事例はワシン

Ⅲ．路線選定段階

トン州シアトル市の橋梁再開発事業の環境影響報告

Ⅳ．設計段階

書である。正式には West Seattle Bridge Final En-

図１
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米国の道路事業プロセスと市民参加

vironmental Impact Statement といいう。

６．日本の高速道路整備と環境アセス
では日本の場合、高速道路整備に係わる環境アセ
スはどうなっているのだろうか？筆者は市民参加の
要は代替案にあると考えている。それは決して政府
が言ってきたように、日本は国土が狭小で人口が多
いから設定が難しいということはない。代替案は、
何も立地、路線だけが代替案ではなく、規模、土地
利用、構造、設計など多様なものがありうるからで
ある。
日本の環境アセスでは、もとより環境影響評価準
備書には代替案がまったく設定されていない。米国
に約３
０年遅れて制定されたわが国の環境影響評価法

図２

アリゾナ州道路事業におけるデザイン・インの例

で事業者に明示的に代替案の設定を義務づけていな
いという制度的課題もある。
その結果、事業者が作成した環境影響評価準備書
では、単一の道路事業計画案に対し絶対評価が行わ
れ、大部分の項目で「影響がない」あるいは「影響
が軽微である」といった記述が目立つ。代替案がな
いので、代替案毎の評価が出来ず、結果的に大気汚
染、騒音、振動などの主要項目では「軽微な影響」
しかないなど、いわゆる「環境アワセメント」が顕
在化しているといってよい。
道路整備と環境アセス制度との関連では、現在の
環境影響評価法を大幅に改正すべきであろう。まず

図３

西シアトル橋梁環境アセスの事例（第５代替案）

実質的に実施段階で行われている環境アセスの実施

この西シアトルの事例では、当初１
９の代替案が提

時期を米国並みに早めることがある。早期段階でア

起され市民参加によって５つの案に絞られ最終的に

セスを実施すれば、提案される道路事業の社会経済

ひとつの案として合意形成されていった。再開発事

的必要性を判断することが容易となる。

業とはいえ、１
９もの代替案を設定し、市民参加で５

要約的に言えば戦略アセスとすることが可能とな

つの案に絞り、最終的にひとつの案に合意形成して

る。また今までのように個別事業単体でなく、土地

行く米国流の道路整備には驚嘆せざるを得ない。同

利用や複合事業、総合計画、広域計画も対象とする

時に我々は多くを学ぶ必要があると思える。

ことが望まれる。それにより環境に配慮した土地利

ちなみのこの事例は、「西シアトル橋再開発にお

用やまちづくりが可能となる。また代替案の設定と

ける路線・構造決定のための代替１
９案の比較研究」

その分析・評価を義務付けることが重要である。こ

として筆者らが環境影響報告書の全訳を行ってい

れにより米国並みの市民参加が可能となるであろ

る。

う。代替案の分析・評価は、よりよい意思決定をす
る必須条件であると。
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７．米国の高速道路整備と司法審査

境アセスを実施すべきなのに除外（行政処分）され

図４は NEPA 制定の初期段階における機関別の

たことに対して起こされていることが分かる。また

行政訴訟数を示している。全体の２
２％が DOT 及び

３
１％が環境影響報告書の記述内容の不備などに対し

FHWA 所管であることが分かる。また図５は開発

て提起されている。

行為別の行政訴訟数を示している。全体の１
７％が道
路事業であることが分かる。

図７

提訴理由別 NEPA 訴訟数

我が国でも高速道路道路整備に関連した市民参加
を進めるために市民が司法審査をしやすくする制度
図４

行政機関別 NEPA 訴訟数

改革が必要となるだろう。もともと環境影響評価法
は行政手続法であるが、市民、地域の側から行政訴
訟を起こしやすくすることも市民参加を促進するた
めに重要である。日本では、すでに改正行政事件訴
訟法で従来厳格だった原告的確性、処分性が緩和さ
れ、また差し止め請求（仮処分）
の訴訟類型も加わっ
た。最終的には米国並みに環境アセス手続の司法審
査、すなわち行政訴訟が起こせるようにすることが、
環境アセスの社会的信頼性を高める上で重要なもの

図５

開発行為別 NEPA 訴訟数

なるであろう。

図６は原告別の NEPA 訴訟件数である。米国で

日本の場合、今なお道路事業における環境アセス

は膨大な数の NPO/NGO がいるが、原告の６
７％が

は情報公開、市民参加ともに形骸化しており、米国

環境保護団体など NPO/NGO であることが分かる。

のように市民参加によって計画や事業が修正、変更
されることは皆無に等しい。上記のように環境影響
評価法や行政事件訴訟法を改正することによって、
国民、市民からの評価は間違いなく高まると考える。

８．高速道路無料化への政策提案
現地調査で分かったこととして、米国の高速道路
の大きな特徴は、①税金で整備していること、②誰
でもが無料で高速道路を使えることにある。それ以
図６

原告別 NEPA 訴訟数

外にも、高速道路が無料であるが故の大きな特徴が

図７は提訴理由別の NEPA 訴訟件数である。図

ある。それは高速度道路と一般道路が随所で有機的

からは５
１％が ND の結果を不服、すなわち本来環

に連結し、一般道路から容易に高速道路への乗り入
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れとその逆が可能となっていることである。

一般道路との連結部分がある。

写真５の写真にあるように、高速道路を走ってい
ると、次々に一般道への出口の案内看板が出てくる。
日本の高速道路では、一般道との接続はインター
チェンジ、ランプなどに限られ、
ひとつインターチェ
ンジを過ぎると数１
０km 先に行かないと出入り口が
ない。有料道路だから高速道路から外に出てしまう
図８

と再度高速に入るには改めて料金を支払わなければ

高速道・一般道連携の具体例１

ならない。今後、高速道路を本当に地域産業やまち

図９は米国を代表する州際高速道路５号線のス

づくりに有機的に関連づけるには、米国のように高

トックトン市郊外である。わずか５〜６km の間に

速道路を一般道路と頻繁に連結させる必要がある。

４カ所も一般道との連結部がある。

そのためには「新直轄」の高速道路だけでなく、既
存の高速道路も無料化すべきである。
なぜなら、既存の高速道路で一般道路との出入り
口を多数つくると、多くの料金所をつくらねばなら
ず、ブースを置き、人を雇い、ETC システムを置
かねばならなくなり膨大な管理費がかかるからだ。
図９

実際、米国で高速道路から一般道への出口を見る

高速道・一般道連携の具体例１

と、写真５にあるようにただ道路の分岐があるだけ

さらに図１
０は州際５号線と一般道の連結部分の拡

だ。そこには何ら料金所、徴収施設、ETC 設備も

大図である。非常にシンプルな道路構造となってい

ない。当然料金徴収のひともいない。日本の料金所、

る。

インターチェンジ、ランプのように巨額の建設費、
設備費、人件費、維持管理がかからないのである。

写真５ 一般道への出口はただ道路が
あるだけですっきりしている

図１
０ 高速道・一般道ランプの具体例

米国方式だと料金所は不要だから施設も人も不要
図８は米国の高速道路と一般道路との関係を示し

である。従来、通過交通でしかなく迷惑施設でしか

て い る。サ ク ラ メ ン ト 市 を 東 西 に 走 る 連 邦 ハ イ

なかった高速道路と一般道との有機的連結が行われ

ウェー５
０号線である。わずか３km の間に３カ所も

れば、地域社会や地域経済への波及効果もある。従
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来、日本で高速道路といえば、通過する多くの地域
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