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公共インフラへのPPP/PFIの導入に向けて④

高速道路の将来的な大規模更新・修繕に
おける費用負担のあり方
インフラの老朽化に関する国民の関心が高まっている。とりわけ、
基幹インフラである高速道路については、今後の大規模更新等に多額
の費用を要することが見込まれており、国土交通省を始めとして各所
で当該費用の負担のあり方について議論がなされている。本稿では、
現状の高速道路事業の整備・維持管理スキーム等を踏まえつつ、想定
される費用負担のあり方及び留意点等について整理する。

1 はじめに

最終的な負担のあり方については、今後も各
所で議論が行われる予定であるが、本稿では、

我が国のインフラ(道路、橋梁、上下水道、そ

高速道路の今後の大規模更新・修繕費用（以下

の他公共施設等)については、かねてより老朽化

「大規模更新等費用」という。）について、現状

に伴う将来的な維持更新対策の必要性が認識さ

の制度を踏まえた負担方法及び今後の検討に際

れていたが、平成24(2012)年12月に発生した中
央道笹子トンネルの天井崩落事故をきっかけに、
より一層この問題が注目されることとなった。

しての留意点を整理したい。
2 高速道路の現状等の整理

いずれのインフラも相応の維持更新費用が必
要になるが、我が国の産業、流通等の基幹イン

費用負担のあり方に触れる前に、まず、高速

フラである高速道路については、今後の維持更

道路を取り巻く状況について、概要を整理する。

新、特に大規模更新・修繕に多額の費用が生じ

(1)高速道路の老朽化の現状

ることが確認されており 1、平成17年の道路公団
民営化後の高速道路整備・維持管理スキーム（い

ＮＥＸＣＯ３社が管理する高速自動車国道に

わゆる民営化スキーム：詳細は後述）を前提と

ついては、総延長7,832kmのうち、開通から30

したうえで、その費用を誰が、どのような形で

年以上が経過している区間が約４割（2,836km）

負担するかが課題となっている。

を占める状況にある（図表1）2。また、
『首都高
速道路構造物の大規模更新のあり方に関する調
査研究委員会提言』によれば、首都高速道路に
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『首都高速道路構造物の大規模更新のあり方に関す
る調査研究委員会提言』
（平成25年1月15日）によれば、
首都高速道路㈱が管理する道路の大規模更新、大規模
修繕及び当面概算費用として7,900億～9,100億円が必
要とされている。また、
『高速道路資産の長期保全及び
更新のあり方に関する技術検討委員会 中間取りまと
め』（平成25年4月25日）においては、NEXCO3社が管理
する高速道路の大規模更新・大規模修繕に要する概算
費用を約5.4兆円と見積もっている。

ついては、経過年数40年以上の構造物が約３割
（約100km）、30年以上が約５割（約145km）を占
め、きめ細かな維持管理が必要な高架橋やトン
ネル等の構造物比率が約95％を占めている。
2

1

第１回国土幹線道路部会資料３「諮問の背景」

さらに、各高速道路は過酷な使用に伴う損傷

る債 務の 返 済及 び道 路 資産 の保 有 を行 う機 能

も激しく、高速自動車国道、首都高速道路及び

（下部機能）を担う独立行政法人日本高速道路

阪神高速道路のいずれにおいても、
「 要補修損傷

保有・債務返済機構（以下「機構」という。）の

件数（損傷発見数－補修数の累積）」は増加の一

２つに分離する、いわゆる上下分離方式による。

途を辿っており、高速自動車国道では平成23年

基本的な枠組みは図表2のとおりであるが、

3

度時点で約55万件に上る 。計画的な補修は実施

高速道路の利用料金収入をもとに高速道路会社

されているものの、措置が追いついていないの

から機構に支払われる貸付料により、機構の債

が現状である。

務（平成24年３月末時点で約30.2兆円）が返済
される仕組みとなっている。ただし、この償還
計画の中には、高速道路の大規模更新等費用は

図表1：開通からの経過年数比率

基本的に見込まれていない。
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図表2：高速道路事業の実施イメージ

40 km

●機構は、旧四公団が保有していた道路資産及び
会社が新規に建設する道路資産を保有するとと
もに、旧四公団の債務及び会社が建設のために
負担した債務を引き受ける。
●機構は道路資産を会社に貸し付け、その対価と
して会社から貸付料を徴収し、債務を返済する。
●機構は、民営化後45年以内に債務返済を完了
し、解散する。
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（資料）国土交通省資料を基にみずほ総合研究所作成

①民営化の目的
平成17(2005)年10月に、
「 民間にできることは

《協定》

高速道路会社

高速道路の保有

資産の帰属
債務の引受

建設

債務返済

貸付け

管理

承継債務及び
新規引受債務

貸付料の支払

資 金 の借 入 れ

(2)民営化スキームの概要

高速道路機構

料金徴収

民間に委ねる」との原則に基づき、次の３点を
大臣認可

主な目的として旧道路関係四公団の民営化がな

（資料）国土交通省資料を基にみずほ総合研究所作成

された。
●約40兆円に上る有利子債務を確実に返済
●真に必要な道路を、会社の自主性 を尊重しつ
つ、早期にできるだけ少ない国民負担で建設
●民間ノウハウ発揮により、多様で弾力的な料金
設定や多様なサービスを提供

(3)各種議論の状況
国土交通省、各高速道路会社を中心に、今後
の維持・更新のあり方について、技術的側面
も含め様々な議論がなされている。

②基本的な枠組み

①社会資本整備審議会道路分科会国土幹線道

民営化の基本的な枠組みは、旧道路関係四公

路部会

団の機能を、有料道路の建設・管理・料金徴収

国土幹線道路部会では、高速道路のあり方検

機能（上部機能）を担う６つの特殊会社（以下

討有識者委員会での中間とりまとめの結果等

「高速道路会社」という。）と、高速道路等に係

をもとに、高速道路について、主に「ネット
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ワーク」、「料金制度」、「維持更新」、「整備・

第１回国土幹線道路部会資料３「諮問の背景」
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ネットワーク管理の手続き」の４つの課題に

４つが考えられるが、これらは、民営化スキー

対して、論点の整理や議論が進められている。

ムの枠内で対応する方法【（１）、（２）、（３）】

その中で、維持・更新需要への対応と負担の

と枠外で対応する方法【（４）】に区分できる。

あり 方に つ いて は 、「 費用 の安 定 的な 確保 方

本項ではそれぞれのあり方において想定され

策」、
「費用負担者」、
「償還制度のあり方」、
「民

る具体的な費用負担の概要と採用する際の留意

間活力の活用」等について論点が挙げられた。

点について、民営化目的との整合性、民営化関

先般公表された国土交通省幹線道路部会の

連法及び道路関連法制度上の原則（償還主義）

『中間答申(案)』では、更新負担について、
「高

との整合性、アカウンタビリティ（説明責任）、

速道路の利用者による負担を基本に、民営化

現実的な課題等の視点から述べる（図表3）。

時に想定した債務の償還満了後、10～15年程
度を目安として料金徴収期間の延長を検討」

図表3：想定される費用負担のあり方

すること、維持管理負担について「償還満了

④公的資金の投入

後も維持管理負担を利用者に求め続けること
も検討」することが示されている 4。

②利用料金の値上げ

①収入増加と
費用削減

②首都高速の再生に関する有識者会議提言書
首都高速の再生の基本方針「『世界都市・東

料金収入等

③償還期限
の延長

京』にふさわしい再生」をもとに、都心環状

債務償還計画

線の地下化などを含めた再生を目指す中で、

計画管理費

国家プロジェクトとしての計画の具体化、民
貸付料支払

間のアイディアの積極的な活用等による再生
について提言がなされている。

大規模修繕・更新費

その中で、必要な事業費については、「税金
に極力頼らず、料金収入を中心とした対応を
概要

検討するべき」とする方向性が示されている。
3 費用負担のあり方及び検討上の留意点
大規模更新等費用に関しては、前述のとおり
受益者負担を基本的な考え方とし、償還期間延
長等の方法により賄う方向性も示されているが、
ここでは、方向性を限定せず、負担のあり方に
ついて幅広く検討する。
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(1)自助努力による収入増加と費用削減
①方法

大規模更新等費用が機構債務の償還計画に含

現行の民営化スキームの枠組みの中で、利用

まれていないことを前提とすると、主な負担の

料金以外の収入増加、計画管理費の削減を図る

あり方としては、大きく（１）自助努力による

もので、高速道路会社各社の自助努力によって、

収入増加と費用削減、（２）利用料金の値上げ、

大規模更新等費用を捻出するものである。

（３）償還期限の延長、
（４）公的資金の投入の

高速道路に関する収入には、利用料金収入と
関連事業収入がある。このうち、利用料金の金
額は、道路整備特別措置法第23条に定められる

4

第９回国土幹線道路部会資料２「論点整理(案)」及
び第10会資料３「中間答申(案)」
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②留意点等

とおり、償還主義によることのほか、社会的に
も認められる公正かつ妥当な水準とする必要が

償還期限の延長を伴わない点において民営化

あり、変更は容易ではない。また、少子高齢化

の目的や制度との整合性が確保される方法であ

等の社会・経済動向を踏まえると、今後、利用

り、当面必要な大規模更新等費用を利用料金収

台数を増やしていくことも難しい。一方、関連

入で速やかに賄うことができる点でメリットが

事業に関しては、ＳＡ（サービスエリア）／Ｐ

ある。一方、償還計画への影響、アカウンタビ

Ａ（パーキングエリア）事業等の不動産関連事

リティの面では課題も多い。具体的には次のと

業、各種受託業務等がある。海外における事業

おりである。
第一に、値上げについて国民への合理的な説

受託への取り組み、ＮＥＸＣＯ各社を中心とし
たＳＡ／ＰＡ事業の拡大等の動きがあるものの、

明が果たせるかという点である。民営化時の債

集客力の高いＳＡ／ＰＡを保有するＮＥＸＣＯ

務償還計画に大規模更新等費用が含まれていな

各社においても、営業収益に含む関連事業の収

いという理由で値上げを行うことについての理

入は10％以下であり（平成24年度決算）、大規模

解を求めることには、一定の困難が伴うと考え

更新等費用を捻出するほどの水準まで増加させ

られる。また、この場合に限らないが、値上げ

ることは容易ではないと考えられる。

に際しては、大規模更新等費用について、推計
レベルのものより精緻な検討結果に基づく費用

一方、コスト削減に目を向けると、維持管理

を示し、理解を求める必要がある。

費、人件費等の削減が考えられるが、これらの
費用については、民営化後、各高速道路会社で

第二に、利用料金の値上げによる利用台数の

の創意工夫の発揮等により、一定の費用削減が

減少等の影響を正確に把握する必要があるとい

図られてきた実績があり、そこからさらに削減

う点である。減少の程度によって、大規模更新

することが可能かどうかという視点での検証を

等費用に充当できる額も異なることから、値上

要する。

げが収益に与えるインパクトを精査し、現実的
な値上げ幅を見極めることが重要となる。

②留意点等

第三に、現行の料金体系及び割引制度との整

現行の償還主義に基づく方法として取り組む

合性である。現在の高速道路料金には、有料区

ことが可能であり、利用料金の値上げ等を要し

間と無料区間、均一料金区間と従量料金区間が

ないため、制度との整合性、説明責任の点では

混在しているほか、様々な割引制度が並存して

望ましい方法と言える。しかし、数兆円にも及

いる。
『中間答申(案)』においても、料金制度の

ぶ大規模更新等費用に対しての効果に関しては

あり方について、
「 公正妥当な料金の実現と低減

疑問が残る。

への努力」等、いくつかの方向性と具体策が示

(2)利用料金の値上げ

されていることから、これらの議論も踏まえつ
つ、検討を行う必要がある。

①方法

(3)償還期限の延長

高速道路の利用料金を値上げすることにより
利用料金収入を増やし、大規模更新等費用を捻

①方法

出するものである。必要となる費用負担を現高

現行の利用料金水準を変更せず、大規模更新

速道路利用者に求める、受益者負担の点等から

等費用に係る債務を新たに債務償還計画の中に

の理解は比較的得られやすいと考えられる。

組み入れるものである。民営化時に「45年以内」
とされた償還期限と料金徴収期間をあわせて延

4

にくい可能性もある。

長することにより、大規模更新等費用の負担を

一方、仮に、政府等において速やかに財源を

将来の高速道路利用者に求めるものである。

手当てできるのであれば、早い段階から資金を

②留意点等

投入できることから、実効性は高い。

必要な費用負担を、サービスを受ける高速道

(5)その他

路利用者に求める点では、受益者負担に適う方
法といえるが、実質的な負担者を将来の高速道

経済財政諮問会議においては、高速道路上空

路利用者とする点において、先の利用料金の値

の空中権売却による建設費の調達（首都高速道

上げとは異なる。また、
「45年以内に債務返済を

路の都心環状線築地川区間の大規模更新につい

完了」するという民営化時の原則を見直すもの

て、道路上の空中権売却による建設費を調達し、

である。加えて、将来の収入に基づき、当面必

高速道路の更新と市街地開発を一体的に進めよ

要な費用を調達するという点において、資金調

うというもの）が取り上げられており 5、今後、

達の担保性に課題が残る。
『中間答申(案)』でも

国土交通省等において、具体的な実現方法に関

示されているように、「民営化の趣旨を踏まえ、

する検討が行われる予定である。

民営化時債務と更新債務を区分」することに加

当該手法に関しては、新たな財源確保の方法

えて、償還期間がなし崩しで延長され続けない

としての有効性は高いが、制度上、技術上の課

ようにするため、延長の終了時期を明確にして

題、市場性の有無、関係者との調整など、クリ

おくこと等が求められる。

アしなければならない事項は多いと思われる。

(4)公的資金の投入
4 まとめ

①方法

高速道路における大規模更新等費用の負担の

上記３つの方法と異なり、民営化の枠組みの
外側で、政府等が財源を手当てし、直接事業に

あり方については、複数の方法が考えられるが、

投入するものである。具体的には、補助金や出

それぞれにおいてメリット・留意点があり、速

資、無利子又は低利子の貸付、政府等による直

やかに最善の方法を示すことは容易ではない。

接の事業実施等様々なものが考えられるが、基

先般、国土交通省幹線道路部会において「中

本的には、大規模更新等費用について、高速道

間答申（案）」が公表され、費用負担のあり方の

路を利用しない者も含めて国民に広く負担を求

一つの方向性が示されたところであるが、例え

めるものであると整理できる。

ば、本稿で示した４つの方法について、単一の
方法を是とするのではなく、それぞれのメリッ

②留意点等

ト・留意点を補完し合うよう複数の方法を組み

民営化の枠組み外での対応となり、次のよう

合わせて採用することも、解決策の一つとして

な課題が生じる。

は考えられる。

第一に、公的資金について新たな財源が必要

また、あり方の方向性が定まった後にも、各

となるため、他の予算から繰り入れ、新たな税

高速道路会社における適用（例えば、償還期限

金の徴収等の対応が求められる。財政状況が逼
迫する中での財源確保の困難さ及び各方面への

5

説明責任について課題が生じうる。
第二に、新たな費用負担を広く国民に求める
こととなり、受益者負担の点から理解が得られ

5

第10回経済財政諮問会議資料５「社会資本整備につ
いて」。なお、空中権については、ロータリークラブ
からの提案として「空中権・容積率割増の経済効果」
等により1.0兆円以上の財源調達を行うことが提案さ
れている（出典「首都高速の再生に関する有識者会議
提言書（p.16）」）。

の延長期間を高速道路会社間で統一するか等）、
各方法の実施によって生じた収入を大規模更新
等にのみ充当する仕組みの構築等、実現に向け
て検討するべき事項は多い。
本テーマは複雑な政策課題ではあるが、費用
負担の公平性・公正性、対応策の実現可能性等
を踏まえた検討を行うことにより、高速道路だ
けでなく、他のインフラにおける同様の問題に
ついても参考となるような議論が行われること
が望まれる。
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