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要約
高度経済成長期に大量に建設された日本の道路施設は今、老朽化という問題に直面して
いる。耐用年数が約 50 年といわれているそれらの道路施設は、今後いっせいに更新時期
を迎える。しかし長引く不況や厳しい財政状況により道路関係予算は減少し、寿命を迎え
たすべての道路施設に対処しきれていないのが現状である。また人口減少、少子高齢化に
より社会インフラに対するニーズや担い手が変容している。つまり、これまで運営・維持
管理の役割を引き受けてきた技術人材が退職し、担い手が減っていくことになる。さら
に、人口の増加と経済成長を前提として整備されたインフラ設備は、人口減少により税収
増加が見込めないことから、将来の維持費、更新費を賄えない可能性が高まっていくので
ある。
その中で、従来は公共側が担っていた設備の建設・維持・管理を、民間資金や技術を活
用して行う PFI という手法が提案され、広まってきた。病院や庁舎など、様々な公共事業
に PFI を導入して建設・維持・管理され始めた。しかし、PFI 法では道路事業への PFI 導
入も検討されているものの、その段階でとどまっており、いまだ道路事業へは導入されて
いない。要するに、政府は PFI を推進し多数の事業分野で拡充しているが、一般道路に対
する PFI 事業の具体的な方針が示されていないことが浮き彫りとなった。
こうした現状を受け、これまでの研究蓄積をたどり、その中で明かされなかった欠点や
課題点を挙げた。建設事業などで導入が進められている PFI 事業がなぜ一般道路に導入さ
れないのか、という課題点では一般道路に導入したデータの蓄積が無いということと請け
負った企業へのリスクが高すぎる、という 2 点の問題が明らかになった。
それを踏まえた上で、先行研究で不足している点の解決策として、日本の道路情勢と近
い状態にあった韓国での事例を参照しながら、PFI の欠点を補いつつ日本における道路事
業への PFI 導入の有意性に関する実証分析を行った。具体的には、道路 PFI 事業を入札し
ようとするリスクが高すぎることに対して、国が収入を保証する最低収入保証制度を導入
した前後で、企業の参加度合いを検証した。結果、この政策が導入することが有意である
ことが示された。
結論として、公共側のコストを抑えつつ民間側にとっても事業機会を増やすことのでき
る PFI 手法の導入し、その際に日本と制度や道路状況の点で類似した韓国の事例を元に日
本版最低支出保証制度サービス購入型での導入を提言する。それにより、行政側と民間側
の双方にとってのリスクとコストの負担削減につながるだけでなく、民間側にとっては事
業創出というメリットも生じると考える。
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はじめに
1950 年代から 1970 年代の高度経済成長期に道路が大量に建設され、その数は現在の全
道路施設量の約 40%を占めている。その道路が現在老朽化という問題をはらんでいる。国
土交通省によると、十分な維持管理を怠ったインフラ施設の耐用年数は 50 年ほどで、多
くの道路設備が更新時期を迎えていることがわかった（国土交通省、2010）。大規模改修
が必要な道路設備は 2010 年時点で 9％だが、10 年後には 26％、20 年後には全体の 53％
になる。
インフラ施設の老朽化問題が昨今急激に注目を集めた背景には 2012 年 12 月 2 日に起
こった山梨県大月市笹子町の中央自動車道上り線笹子トンネルの天井板落下事故がある。
コンクリート製の天井版が 130 メートルにわたって落下し、9 名が死亡、2 人が重軽傷
の、歴史的に最大規模の高速道路上の事故となった。この事故の主要原因の一つがトンネ
ルの老朽化にあると結論付けられた（国土交通省、2013）。このような老朽化による大規
模な事故を起こす可能性をはらむ道路設備は、先に述べたとおり、この数は加速度的に増
えていくだろうという見込みである。
日本にとってこのような大規模改修は経験してこなかった事態であり、老朽化の正確な
現状把握や、崩壊などの事故を防ぐための維持管理の水準の見直しが求められている（神
尾、2013）。しかし、老朽化の実体を把握するにしろ維持管理にしろ、それらを担う技術
者の高齢化が進んでおり、人材不足の問題もある。例えば、道路の維持管理の担当組織は
どの地方自治体にも置かれているが、維持管理に携わる技術職員は小規模都市では配置さ
れていないところもある（小澤、2007）。技術者の後継者を育てるか、機械で代替する必
要が出てきているが、どちらにしても費用がかかる。人口の増加と経済成長を前提として
整備されたインフラ設備だったが、人口減少により技術人材不足が深刻化と今後の大幅な
税収増加は見込めないことから、将来の維持費、更新費を賄えない可能性が高まってい
る。
このような老朽化問題を見るに当たり、政府は、道路点検調査や、維持管理体制の見直
し、大規模改修の検討を行っている。しかし、そうしたインフラ設備の大規模改修には多
くの予算が必要とされる。さらに、大規模改修を必要とする設備は先述の通り、今後も増
加する一方である。それにも関わらず、2009 年の道路特定財源の一般財源化等により、国
の道路関係予算は年々減少傾向にある。予算のピークは 2003 年の 3 兆 1713 億円でそれ
以降、継続的に減少している。つまり、改修に必要な費用は増加していくが、そのための
予算は減少しており、このままでは日本の道路における老朽化問題を十分に対処すること
ができない。
そのような中で、道路設備等公共施設事業の財源問題解決策として注目されているのが
PFI 手法である。PFI とは「公共施設等の建設、維持管理、運営等を民間の資金、経営能
力及び技術的能力を活用して行う新しい手法」（内閣府）である。政府もこの事業方法に
注目しており、様々な公共事業に導入している。例えば、文化施設、福祉施設、医療施設
など多岐に及んでいる（内閣府 PFI 推進室、2013 年）。しかし、導入の必要性が高まっ
ている道路事業に関して、現在までに PFI を導入した事業は一件もない。
本稿では、老朽化対策への財源の問題を解決に導き、老朽化に対する適切な処置をとる
ことができ、効率的な道路整備の実現を目指す。老朽化対策への財源の問題の解決策とし
て道路事業への PFI 手法の導入を提言とし、それについての有意性を検証していく。この
PFI は政府だけでなく、民間における事業機会創出にもつながるため、官民双方にとって
メリットのある手法となっている。
本稿の構成としては次の通りである。第 1 章で日本の道路、老朽化、PFI 事業の現状に
触れ、第 2 章では政府の現段階での PFI と道路事業の方針を見たうえで、提言についての
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検討を行う。第 3 章では先行事例、先行研究を踏まえ上で提言の検証を行い、第 4 章では
民間企業が負担するリスクを国が補償するという制度を導入した韓国における PFI 手法を
見ることで、日本への PFI 手法の導入可能性を実証分析し、第 5 章で政策提言と政策を施
行する上での今後の課題を提示して、本稿の結びとする。
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第1章 現状分析
道路施設の老朽化を検証していく上で、日本の道路の概要、老朽化の現状、そして、
PFI 事業を見ていく。

第1節
第1項

日本の道路

日本の道路の概況

日本の道路は道路法（昭和 27 年法律第 180 号）によって規定されている。その道路法
によると、表 1 のように高速自動車国道、一般国道、都道府県道、市町村道と、大きく 4
つに分けることができる。それぞれの道路の定義は、道路法によって定められている。道
路管理者は、高速自動車国道と一般国道の直轄国道は国土交通大臣であるが、一般国道の
補助国道、都道府県道、市町村道はそれぞれの都道府県の政令市、市町村となっている。
また、高速自動車国道の費用負担をするのは主に高速道路会社である。表 1 の高速自動車
国道の費用負担欄中の括弧書きについては、新直轄方式 により整備する区間において高
速道路会社ではなく、国や都道府県が費用負担を行うことを意味する。一般国道、都道府
県道、市町村道においては、道路管理者である、国または都道府県の政令市、市町村が費
用を負担する。これらの道路の総延長は約 120 万㎞であり、それは国土の約 3％にも及
ぶ。
表 1 道路の種別及びその管理者と費用負担
道路の種類

高速自動車国道

定義

道路管理者

費用負担

全国的な自動車交通網の枢要部分を構成
し、かつ、政治・経済・文化上特に重要な地
域を連絡する道路その他国の利害に特に
重要な関係を有する道路
【高速自動車国道法第4条】

国土交通大臣

高速道路会社
（国、都道府県（政令市））

国土交通大臣

国
都道府県（政令市）

都府県（政令市）

国
都府県（政令市）

直轄国道
（指定区間）

高速自動車国道とあわせて全国的な幹線
道路網を構成し、かつ一定の法定要件に
一般国道
該当する道路
補助国道
【道路法第5条】
（指定区間外）
都道府県道

地方的な幹線道路網を構成し、かつ一定
の法定要件に該当する道路
都道府県（政令市）
【道路法第7条】

市町村道

市町村の区域内に存する道路
【道路法第8条】

市町村

出典：国土交通省道路局より著者作成
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第2項

維持管理方法

道路の管理について道路法では、国及び地方公共団体が行うものと規定している。ここ
でいう管理とは、道路の新設や改設、維持修繕及び災害復旧、といった工事などの行為す
べてを含む（表 2 参照）。しかし、維持または修繕に関して、道路法は技術的基準につい
ては政令で定めるとしているものの、この政令は現在まで制定されていない。よって、各
管理者に水準の決定が任せられており、地方によってしばしば偏りがある（国土交通省、
2013）。 言い換えると、国で統一された道路の維持または管理に関する技術的基準が定
められていないため、国はすべての道路施設の老朽化の実態を把握できない上、崩落等の
事故を未然に防ぐための点検が同じ道路施設上でも地域により十分になされている所とそ
うでない所が生じている。実際に、国の直轄国道については定期的な点検が行われている
ものの、地方自治体においては、定期点検を実施している自治体は半数に満たない（小
澤、2007）。
表 2 道路法による各用語の定義
■管理

道路管理者が行うすべての道路法上の管理行為
（道路の新設、改築、維持、修繕、災害復旧その他の管理）

■維持管理
■維持

管理のうち、維持、修繕、災害復旧その他の管理行為
道路の機能及び構造の保持を目的とする日常的な行為
（巡回、清掃、除草、剪定、除雪、塗装のパッチング 等）

道路の損傷した構造を当初の状態に回復させる行為
■修繕
付加的に必要な機能及び構造の強化を目的とする行為
（橋梁、トンネル、塗装等の劣化・損傷の部分の補修、耐震補強、方面補強
■更新

等）

道路構造を全体的に交換するなど、同程度の機能で再整備する行為
出典：国土交通省

第3項

道路行政

国土交通省（2006）によると、近代国家において、国民生活の基盤となる道路について
は、その建設及び管理は行政主体である国・地方公共団体の責任に属し、租税等の一般財
源を充当する公共事業として行われ、建設された道路は無料で一般交通の用に供されるべ
きものとされている。我が国の道路は馬車を交通手段として使うといった時代がなく、明
治以降は鉄道優先主義がとられていた。しかしながら、鉄道の整備が著しく遅れており、
限られた一般財源による公共事業費のみではとても増大する道路交通需要に対処すること
は出来なかった。このような状況に鑑み、昭和 27 年に財源不足を補う方法として借入金
を用い、完成した道路から通行料金を徴収してその返済に充てる方式（有料道路制度）が
認められることとなった。また、昭和 29 年には道路特定財源制度が導入された。さら
に、こうした制度を導入した後に高度経済成長期が訪れ、これを機に道路は急速に作り続
けられたのである。

9
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第2節
第1項

道路の老朽化

道路施設における老朽化の現状

1950 年代から 1970 年代の高度経済成長期に道路（主に首都高速道路）が大量に建設さ
れ、その数は現在の全道路施設量の約 40%を占めている。 一般的に、道路橋などの道路
公共施設の耐用年数は約 50 年前後であるため、現在多くの道路施設は老朽化が進んでお
り、既に更新時期に入りつつある。下の図 1 に示した通り、20 年後には 5 割を超える道路
施設が築 50 年以上になることが見てとれる。

60%

53%

50%
40%
30%

26%

20%
9%

10%
0%

2012年度
図1

10年後（2022年度）

20年後（2032年度）

建設後 50 年以上の道路施設の割合(2012 年度時点)
出典：国土交通省 道路局（2012）より著者作成

今年の 2 月に起きた「笹子トンネル崩壊事故」で世間の目はインフラの老朽化に向くよ
うになった。前述した通り、インフラ施設の耐用年数は約 50 年前後といわれているが、
笹子トンネルは築 35 年だったにも関わらず、崩壊してしまった。道路施設としては寿命
を迎えておらず安全に使用できるはずだった。では、なぜ笹子トンネルは崩壊してしまっ
たのか。報道によると、その原因は、天井板をコンクリート壁に固定するためのボルトの
接着剤の量が不十分だったためだとされている。
つまり、笹子トンネルのように、不十分な点検や整備を行うと老朽化の進行が早まり、
耐用年数である 50 年より前に崩壊する可能性が十分にあることが言える。
しかし、首都高速道路を運営・管理している NEXCO 東日本2が進めている「予防保全型
維持管理」によると、大きな損傷が見つかる前に補修をすることで、道路施設の長寿命化
を図れるとともに、補修期間やコストを小さくできるとあった。したがって、点検・整備
を厳格に行い損傷が大きくなる前に発見できれば、耐用年数を延ばすことも可能だという
ことが分かった。

2東日本高速道路株式会社。
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つまり、笹子トンネルのように、不十分な点検や整備を行うと耐用年数である 50 年よ
り前に崩壊する可能性が十分にあることが言える。点検・整備を怠らなければ耐用年数を
延ばすことも可能だが、反対に厳格に維持管理をしていなければ施設は老朽化の進行が早
まることが判明した。さらに、笹子トンネルの事故を機に新たに発覚した事実がある。そ
れは、トンネルを管理する際の共通のマニュアルが存在しなかったことであり 、これは
各トンネルで安全基準が異なっていたことを意味する。すなわち、推測されるよりも危険
な状態の道路設備は多いと考えられる。笹子トンネルの事故が誘因となり、国民はインフ
ラ施設の安全性の欠如に不安を覚え、一方政府はインフラ施設の老朽化における対策を促
している。

第2項

老朽化対策を阻む諸問題

前項で述べたような老朽化の過酷な現状を踏まえて、政府は道路施設の老朽化に対策を
打とうと動いている。しかし、老朽化した道路の箇所が非常に多く、さらに今後も増加傾
向にあると予想される故、さまざまな問題が浮上する。以下では、その問題について述べ
ていく。

1.2.2.1

道路財源の減少

政府はこれまでも道路事業に予算を充てていたが、マイナス傾向にあるプライマリーバ
ランスの影響を受け、道路予算も減少している。図 2 では、2003 年の 3 兆 1782 億円を頂
点に、毎年予算額が減少し続けていることが見てとれる。

35000
30000
25000
予
算 20000
額
（ 15000
億
円 10000
）
5000
0
2003

2005

2007

2009

2011

年度
図 2 道路予算額の推移（2003 年度～2013 年度）
出典：国土交通省 道路局（2013）より著者作成
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以上を踏まえて、今後も政府支出が増え、政府が確保できる予算がさらに少なくなると
考えられるため、道路予算が増加する可能性はほとんどないと推測される。しかし、高度
経済成長期に道路施設を大量に建設した影響で、築 50 年を迎える道路施設が急増する。

1.2.2.2

維持管理の需要の増加

道路予算は減少する一方、高度経済成長期に道路施設を大量に建設した影響で、築 50
年を迎える道路施設が急増する。つまり、今後既存の道路施設に対する維持管理・修繕が
大幅に増加すると予想される（内閣府 PFI 推進室、2013 年）。したがって、予算の増加
の見込みはなく、一方で維持管理が必要な道路が増加すると予想されるため、政府は早急
に対策を打つべきである。
先月（2013 年 9 月）2020 年の東京オリンピック開催が決定し日本政府の予算増加も考
慮できるかもしれないが、一部の報道では「オリンピック開催により様々な施設整備を必
要とするため既に赤字になる可能性」が指摘されていたとおり、過度な期待はできない。

80000

60000
損
傷
発 40000
見
数
（
20000
件
）
0
9年以下

10～19年

20～29年

30～39年

40年以上

経過年数
図 3 経過年数ごとの損傷発見数(2001 年度～2010 年度)
出典：首都高速道路株式会社（2012）の資料より筆者作成

上の図 3 は、計画的に補修が必要な損傷が見られる道路を築歴ごとにまとめたグラフで
ある。このグラフによると、築歴が長い道路ほど補修を必要とする損傷の発見数が多いと
いう結果が顕著に表れている。また、築 20 年以降から大幅に増加していることから、必
然的に補修が必要な損傷が今後さらに急増することは容易に予測できる。
第 1 章第 2 節第 1 項でも述べたように、正確な維持管理は設備の現状をしっかりと把握
できるだけでなく、寿命を延ばし、経費削減にもつながる。
国土交通省の資料によると、地方公共団体の橋点検の状況が 2007 年では 2 割にも満た
なかったが、2012 年では約 9 割が実施している。 このように今後は点検を継続的に実施
していけば笹子トンネルのような事故も減るであろう。
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ここで重要となるのが、可能な限り予算を抑えつつ、道路を安全に保てる様に管理する
ことである。そこで我々は、公共施設の管理・運営を効率的に維持管理や点検を行う方法
である、「PFI 手法」に着目した。

第3項

PFI 手法とは

PFI 手法とは、民間企業が公共事業を実施することで効率的かつ効果的に良質な公共
サービスを提供できる新しい事業の手法のことである。国や地方公共団体といった公共側
が事業を手掛けるよりも、PFI を用いて民間事業が行った方が事業の VFM を最大にする
ことが可能である。 VFM（Value for Money）とは「融資財産の対価として、最も価値の
高いサービスを提供するという考え方」である。VFM については、後述する第 3 節で詳
しく説明する。
また、PFI 手法では資金構成がすべて民間資金によって成り立っていることが大きな特
徴である。それぞれの PFI 事業によって資金の規模や調達方法は若干異なるが、国ではな
く民間事業者が資金調達するという根本的な手法は同じである。
さらに、PFI 手法には「独立採算型」と「サービス購入型」の 2 種類が存在する。内閣
府によると、前者は、「PFI 事業者が整備した施設・サービスに利用者が料金等を支払う
ことで、事業費を賄う方式」、後者は「PFI 事業者が整備した施設・サービスに公的主体
が対価（サービス購入料）を支払うことで、事業費を賄う方式」と定義している。

●独立採算型

●サービス購入型

図 4 独立採算型とサービス購入型の構成
出典：内閣府 民間資金等活用事業推進室(PFI 推進室)より著者作成

「独立採算型」は、国が公共施設の所有権をもち、運営・管理は民間事業者に任せると
いう方法である。所有権は国や地方にあるためリスク政府側にあることが多い。予算はす
べての施設の利用者から徴収した財源で成り立つ仕組みになっている。したがって、有料
道路や空港施設など、利用者から利用料金収入を得ることができる事業が多い。この場
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合、利用者は公共施設であるにもかかわらず、利用の際に利用料金を支払うことになる。
そのため、本来無料のものにお金を支払いたくないので、財源が見込みより下回る確率が
高く、維持費が財源で賄えなくなる可能性がある。
一方、「サービス購入型」は、所有権も運営・管理もリスクもすべて民間事業者側にあ
り、これに対して国が事業者にお金を支払うもので、民間事業者が行っているサービスを
国が購入する、という仕組みである。これは独立採算型とは異なり、利用者から利用料金
を徴収しない。つまり、国民にとっては無料で利用できるという大きな特徴をもっている
ため、刑務所や公立病院、庁舎など、施設利用者から利用料金収入を得ることが難しい事
業が多い。したがって、コストの回収は、公的団体から利用料金を得るか、リース形式で
ある。
本稿が扱う公共施設が「一般道路」であり、高速道路とは違い利用者から料金を要求す
るのは実現性に欠けるため、サービス購入型の方が一般道路に適していると考えられる。
しかし、PFI を導入し企業に委託したとしても、どの程度までの工事にするかなどの細か
い実務上の問題がある。また、道路にかかる費用は莫大であるため、請け負える規模の会
社が限定されるという事実も否めない。

第4項

老朽化に必要な対策

限られた財源の中で、今後さらに増加すると予想される修繕が必要な道路をどのように
対処していくべきか、が課題である。これらの問題に対処するために以下の 2 点を考慮す
る必要がある。
(1) 効率のよい長期的な維持管理
(2) 予算を最小限に抑える研究
限られた資金の中で、安全性を重視するためにも今は維持管理費に集中的に投資するべ
きだと考えられる。そして、地方にある膨大な不採算道路が利用者にとって危険をもたら
す可能性がある現在、限られた予算の中で道路の老朽化を防ぎ道路の耐久性を持続させる
ために、再建設についてはは、政府は採算が取れるか否かを、十分に考慮した上で決断す
べきであると考える。
そこで、我々は効率的に且つ経済的に維持管理ができ、リスクを最小限に抑えることの
できる PFI 手法に着目した。

第3節
第1項

道路と PFI

PFI と VFM

第 3 節では前節であげた老朽化対策のための PFI 手法を用いた事業、以下「PFI 事業」
を検証していく。PFI の効果について検証するために、VFM という考え方がある。内閣
府 PFI 推進室によると VFM とは、「支払い（Money）に対して最も価値の高いサービス
（Value）を供給する」という考え方のことである。従来の公共事業の方式と比較して
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PFI 方式の方が総事業費をどれだけ削減できるかを示す割合である。VFM が達成されて
いるかを見るためには、従来方式の手法で公共部門が行った場合と PFI により民間事業者
が行った場合を比較し、コスト削減やサービス向上が見受けられるとすれば、それは達成
された VFM であると言える。例えば、同一の目的を有する 2 つの事業を比較する場合、
支払いに対して、価値の高いサービスを供給する方を「もう一方の事業に対して VFM が
ある」といい、残りの一方を「他に対して VFM がない」という。
PFI の目的が公共部門の代わりに民間が公共事業を担うことで公共サービス費用の削減
とサービスの質の改善を行うことであるから、VFM の割合が高ければその分、PFI の目
的に資していると言えるだろう。そのため VFM を算出することで PFI 事業の導入を検討
する際の大きな要素となる。次の図 5 は従来方式における公共事業の LCC と PFI 方式に
おける公共事業の LCC とを比較したものである。これによると前者と後者の差額が達成
された VFM ということになる。なお、VFM には PFI 導入可能性の検討段階で計算する
「シミュレーション VFM」と落札者が決まってから計算する「実際の VFM」の 2 種類が
あり、前者は特定事業選定時に予測の計算として公表され、後者は落札者の提案内用から
算出される。

図 5 内閣府 PFI 事業導入の手引き
出典：内閣府 民間資金等活用事業推進室(PFI 推進室)

また、LCC（Life Cycle Cost）とは「プロジェクトにおいて、計画から施設の設計、建
設、維持管理、運営、修繕、事業終了までの事業全体にわたり必要なコスト」 のことを
指す。VFM を算出するにあたって従来方式の公共事業における LCC と PFI 方式における
LCC を用いる。

第2項

普及が進む PFI

PFI は 1999 年に PFI 法(民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法
律)が施行されて以降、毎年 PFI による公共事業は実施されている。年によって差はある
ものの、平成 24 年度の事業にして 20 か所 2262 億円、当初からの累積では 418 か所 4 兆
円規模の事業が PFI 事業となった。
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図 6 事業数及び事業費の累計の推移（2013 年 2 月 28 日現在）
出典：内閣府（2013）より著者作成

また、2013 年 2 月までに実施されたすべて PFI 事業により 7826 億円の VFM が生じた
計算になった。よって PFI 導入により、国・地方公共団体などを通じた国全体の財政再建
に寄与していることがわかる。PFI が導入されているのは文化施設、福祉施設、医療施
設、警察・消防施設など多岐に及ぶが、文化施設や、医療施設等では多めに導入されてい
る一方、産業振興施設や警察・消防施設には少ないなど、幅はある。

表3

分野別実施方針公表件数（2013 年 3 月 31 日時点）

事業主体別
合計
地方
その他
教育と文化（文教施設、文化施設等）
1
102
35
138
生活と福祉（福祉施設等）
0
19
0
19
健康と環境（医療施設、廃棄物処理施設、斎場等）
0
73
20
75
産業（商業振興施設、農業振興施設等）
0
13
0
13
まちづくり（道路、公園、下水道施設、港湾施設等）
7
43
0
50
安心（警察施設、消防施設、行刑施設等）
7
14
1
21
庁舎と宿舎（事務庁舎、公務員宿舎等）
45
10
0
56
その他（複合施設等）
6
40
0
46
合計
66
314
38
418
出典：内閣府民間資金等活用事業推進室（PFI 推進室）（2013）より著者作成
分野

国

また、今後も政府は PFI 手法を拡充していく予定である。現安倍政権は、平成 25 年に
今後 10 年間で 12 兆円規模におよぶ多種にわたる PFI を導入することを決定した（内閣
府、2013）。詳しくは次章で検証する。
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1.3.2

道路事業への PFI 手法の導入の可能性

次に PFI 事業の道路関係事業への導入を検証していく。国・地方公共団体の財政的な制
約が一層増す中、道路に対しても、維持管理費の削減が求められている。その中で、イン
フラ整備に対する資金不足の有効な解決策として PFI は提案されている。道路に関して
は、複数年契約、性能規定等、様々な形で経費削減の道は進んでいるが、道路 PFI 事業は
いまだに実施されていない。
ここで道路 PFI 事業の法的な実施可能性を考えてみる。PFI 法によれば、次の通りあ
る。

第一章 総則
（目的）
第一条 この法律は、民間の資金、経営能力及び技術的能力を活用した公共施設 等の整
備等の促進を図るための措置を講ずること等により、効率的かつ効果的に 社会資本を
整備するとともに、国民に対する低廉かつ良好なサービスの提供を確保し、もって国民
経済の健全な発展に寄与することを目的とする。
（定義）
第二条 この法律において「公共施設等」とは、次に掲げる施設（設備を含む。 ）をい
う。
一 道路、鉄道、港湾、空港、河川、公園、水道、下水道、工業用水道等の公共 施設
出典：PFI 法第一章

以上のように、道路事業への PFI 手法の導入が想定の対象となっていることがわかる。
しかしながら、政府は道路に対して PFI 手法を導入してこなかった。内閣府は、道路管
理と PFI 事業者に行わせることができる事実行為の関係について「公の施設と公物管理に
関する研究（中間報告）」（平成 15 年 3 月） において、検討を行っている。この中で
は、道路の維持修繕については可能となっている。また、放置車両などの移動についても
可能とされる一方で、道路区域の設定、道路台帳の調整・保管などについては道路管理者
が行うべき業務とされている。このように、政府は道路に対して PFI 手法を導入する可能
性は示唆しているものの、実際に導入はしてこなかった。
この章ではこれまでの政府の対応から PFI 手法の導入を検証してきた。次章では詳し
く、現政府の方針を検証していく。
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第2章 問題に対する政府の方針
前章では、過去の道路関係事業における PFI 手法の導入可能性までを見てきた。第 2 章
では、最新の情報である 2013 年度（平成 25 年度）の政府の道路関係事業と PFI 手法に
よる公共事業の方針を見る。 そのうえで、現政権の政策について検討していく。

第1節

政府の道路事業に対する方針

現在の政府の方針を見る上で、平成 25 年度の各省庁の報告を参照した。平成 25 年度の
道路事業の基本方針は国土交通省道路局、同省都市局によれば『地域からの要望に応えつ
つ、「復興防災対策」、「成長による富の創出」及び「暮らしの安心・地域活性化」の 3
分野を重点化』と定められている。
「復興防災対策」については主に 2011 年に起こった東日本大震災による被害を受けた
インフラの改修と、今後起こりうる大震災の防災を目的とする。
「成長による富の創出」は道路事業による経済効果を狙ったものであり、ここに PFI 事
業導入の目的がみられる。詳しい PFI 事業の方針については次節で述べる。
「暮らしの安心・地域活性化」は、前章で述べた老朽化の問題の対策である。
このように、政府の方針を見てみると、防災と老朽化に対するインフラ整備とそれによ
る経済の活性化を重点に置いていることがわかる。政府の予算を見てみると今年度の道路
関係予算は 1 兆 4502 億円（国土交通省）である。そのうちの道路維持管理と長寿命化の
予算は 2515 億円である。また、道路直轄事業は 9287 億円であり、一般道路事業関係費の
合計は 1 兆 1802 億円にのぼる。
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図 7 維持管理関係費の推移
出典：国土交通省（2013）より著者作成

図 7 は過去 5 年間の道路維持管理関係費の推移を表したものである。これにより、維持
管理関係費は 2010 年度以降上昇しているといえる。

第2節

政府の PFI 事業に対する方針

次に政府の PFI 事業について見てみる。政府は道路事業での方針同様、財政状況が厳し
さを増す中、インフラの老朽化対策や大規模災害に備える防災・減災対策が課題としてい
る。そのため、「民間の資金・ノウハウを最大限活用することは急務」 としている（国
土交通省、2013）。
しかし、従来の PFI 事業は、すべての費用が公的資金、つまり税金で賄われる「延べ支
払い型」であった。これは、PFI 法にある“民間の資金、経営能力及び技術的能力を活用
して、効率的かつ効果的に社会資本を整備するとともに、国民に対する低廉かつ良好な
サービスの提供を確保する”という本来の目的が十分に達成されているとは言い難い状況
にある。
そのため、「延べ支払い型」からの抜本的な転換を検討している。具体的には「民間と
地域の双方にとって魅力的な PPP ／PFI 事業3として、今後 10 年間（平成 25～34 年）で

3

PPP（Public Private Partnership）とは、公共側と民間側が協力して公共サービスの提供を行うス
キームのことである。PFI は PPP の代表的な手法の一つである。広義には、官と民が連携して事業を
行う新しい官民協力の形態を指す。「官民連携」、「公民連携」などと言われる。PPP のメリット
は、公共側にとっては民間の優れた技術・サービスやリスク負担に依存することにより、財政負担を減
らしながら公共サービスを提供することが可能になる。一方、民間企業にとっては、公共サービスへの
参入障壁が緩和され、ビジネスチャンスが広がるというメリットがある。PFI は PPP の代表的な手法
の一つである。
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12 兆円規模に及ぶ下記の類型による事業を重点的に推進する（平成 25 年 6 月 6 日時
点）」として、事業の方針を以下の 5 点にまとめている。

① 公共施設等運営権制度を活用した PFI 事業：2～3 兆円
⇒空港、上下水道事業における運営権制度の積極的導入等
② 収益施設の併設・活用など事業収入等で費用を回収する PFI 事業等：3～4 兆円
③ 高速道路（特に大規模改修が必要な首都高）など、公共施設の維持・更新に PPP 的手
法の導入検討等
④ 公的不動産の有効活用など民間の提案を活かした PPP 事業：2 兆円
⇒民間提案に係るガイドラインの発出や提案窓口の整備等
⑤ その他の事業類型（業績連動の導入、複数施設の包括化等）：3 兆円

第3節

提言についての検討

道路事業の一般財源化等が進み当該事業の縮小が進む中で大規模なインフラの改修、防
災・減災対策が迫られており、PFI による民間投資が一つの解決策として挙げられてい
る。しかし、政府の平成 25 年度における PFI 事業の方針を見ても、高速道路に対する
PFI 導入はわずかにだが見られるものの、一般道路については見受けられない。
さらに、前章で触れたように、老朽化による維持、改修事業が今後増えていく見込みで
ある。このことから、政府予算の一般道路の諸経費が占める割合を鑑みると、サービス購
入型の PFI 導入が適していると考える。前章で述べたサービス購入型の PFI 事業であれ
ば、一般道路のような独自に民間企業が収益を回収できない事業においても PFI 事業の導
入が可能であり、民間の活力を取り入れることができ、政府の予算縮小にもつながるであ
ろう。
よって、本稿では一般道路の維持管理修繕事業におけるサービス購入型の PFI 事業導入
を提案する。次章では先行研究における PFI 事業についてみていく。
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第3章 先行研究
第1節

先行研究での提案

これまでの章では、現在日本が抱えている道路交通網の老朽化問題、そこから派生する
財源問題と、その対処法である PFI について述べていった。この章では、先行研究として
あげられている道路事業に対しての PFI のモデル事業を検証していきたい4。
PFI 事業のモデルには以下の四つのモデルがある5。
モデル 1
モデル 2M
モデル 2F
モデル 3

包括的性能管理維持工事（契約期間 3～5 年）
包括的性能管理型舗装工事+修繕+維持（契約期間 10 年）
国道幹線を対象とした道路修繕（新設）維持管理 PFI 事業
市域道路ネットワークの修繕・維持管理 PFI 事業

以下のグラフはモデルを図式化したものである。

エリア
資金調達
あり

（複数）
路線

モデル3

モデル2F

市域道路ネットワークの維持管理・修繕PFI事業

国道幹線を対象とした道路修繕（新設）維持管理PFI事業

施設

資金調達
なし

すでにPFI事業導入済み

エリア

モデル2M

（複数）
路線

モデル1

包括的性能管理型舗装工事+修繕+維持（契約期間10年）

包括的性能管理維持工事（契約期間3～5年）

施設
維持管理

修繕

新設

図 8 道路修繕・維持管理 PFI 導入のロードマップ
出典：土木学会（2012）より著者作成

PFI に関する研究報告書』（2012）を参照。
PFI に関する研究報告書』

4検証に際しては土木学会の『包括的道路修繕・維持管理
5土木学会（2012）『包括的道路修繕・維持管理
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モデル 1、2M に関しては、すでに導入実績のある包括的性能管理型維持工事のモデル
である。これらは事業主自身が資金を調達するわけではない点で PFI 事業と異なる。モデ
ル 2F およびモデル 3 が、事業主自身が資金調達を行う PFI 事業になる。各モデル事業に
ついて、その導入はモデル 1 からモデル 2、モデル 2 からモデル 2F 、モデル 2F からモ
デル 3 のようなステップでの導入が望ましいと考えられる。

第2節

先行研究での課題

これらのモデル、特にモデル 2F、モデル 3 などの事業主が資金調達を行う PFI 形式の
モデルは一部の行政判断を伴う業務や行政権の行使を伴う業務を除き、大半は PFI 法及び
道路法、その他関連制度の役内で実施可能と考えられる（土木学会、2012）。しかし、今
後事業の実施に際しては、以下の項目が具体的な検討要因であり、PFI 導入に向けての問
題点 であるといえる。
①
業務内容については道路法に規定される道路管理逐条に照らし、官民の役割分担や
リスク分担の詳細化
②
国的な統一指標としての位置づけや利用者視点から求められるサービス水準等を考
慮した、道路維持管理・修繕業務の要求水準、性能規定の指標についての検討
③
特定事業選定段階、事業選定時、供用後等における VFM 評価の在り方や、事業者
選定基準、事業実施プロセスの詳細についての詳細決定
④
事業化に際しての対称道路ネットワークの状況調査の実施、結果の分析による維持
管理修繕計画案の作成等、事業準備に一定の期間が必要。また、事業参加希望者への事前
のデータ開示の在り方について
上述したように、PFI 事業を実際に行うにはいくつかの解決すべき課題点がある。しか
し、これらを精査していくと、②～④については今後実行が待たれる実施項目としての課
題であることがわかる。④に関しては現在政府が幹線道路を中心に実行中である。（国土
交通省、2013）②～③に関しては実際に PFI 事業を実行した際に、事業主と政府の双方が
事業を進めながら決定し、解決していくものであることがわかる。というのも、実際に事
業主が決定した後、その事業者の技術的実行可能範囲、事業対象区域、手法等によって変
わりうるものであるからである。それらを、モデル事業を通し、繰り返していくことで
データを蓄積していき、より良い形の PFI 事業のモデルが完成される。しかし、課題①の
リスク分担に関しては、事業主にとって事業を開始するか否かの重要な判断要因になりえ
る。故に、道路という大規模な公共施設となれば、PFI 事業を担える民間事業者は大手企
業など限定的となる。この課題が解決されてないために、今まで、PFI 事業が道路に導入
されてこなかった一つの理由になっていたと考えられる。つまり、リスク分担の詳細を定
めることができれば、リスク保障をつけることが可能になり PFI 事業への参加希望者も増
加すると見込まれる。
よって、本稿では PFI の道路事業への導入の課題点を政府と民間でのリスク分担の不備
とし、第 4 章以降では、この課題点に対する解決策を述べていきたい。
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第4章

実証分析

ここでは、前の章で述べた課題点の解決策として、民間企業が負担するリスクが想定を
越えた際に、一定限度まで国が補償する必要があると考える。それに類似する制度とし
て、韓国における最低収入保証制度がある。最低収入保障制度とは、韓国において MRG
（Minimum Revenue Guarantee）という名で、1999 年から 2009 年まで運用されていた
制度である。また、PFI 導入国の中でも MRG は韓国と諸外国で異なる点であり(尾中
2011)、韓国 PFI の特徴であった。この章では、その効果について、導入前と導入後の
PFI の施行率について、実証分析する。

第1節

韓国の PFI の推移

ここでは韓国の PFI がどのようなもので、どういった経緯を経ているか、その結果 PFI
活用事業がどのように影響を及ぼしたか説明する。
韓国でPFIが開始されたのは、PPP6法が施行された1994年である7。有料道路や港湾施
設、鉄道施設などの分野において、施設使用者から使用料を徴収することができる権利を
事業施行者に設定する事業方式によって事業を実施している。野村総合研究所（2011）に
よれば、この法制度整備の背景として2点あげられる。
1点目は、1980 年代に韓国では公共投資の抑制が行われていたために1990年代に入っ
てインフラの不備が目立ちはじめ、特に高速道路や鉄道網の不備が経済に与えるマイナス
の影響を早急に取り除くことが求められたことである。
2点目は、政府の意思決定に時間がかかり規模的にも限界のある政府の予算措置を待た
ずに民間企業にインフラの事業権を与え、その資金で整備することで解決を目指したこと
が挙げられる。
概ね、韓国でPPP法に求められたこととして、インフラに必要とされる大規模な予算に
政府の支出では追い付かず、民間の資金を活用とした点で、我が国の今後起こりうる道路
状況と類似している。
PPP 法は 1999 年と 2005 年に改正された。1999 年の改正時は名前も PPI 法に変更され
る。1999 年当時の韓国は、1997 年に起こったアジア通貨危機により、1998 年の実質
GDP 成長率が－6.9％まで落ち込むなど、財政的に厳しい状態にあった。そのため、経済
再生のために経済構造の健全化と共に、国内外から長期的、安定的な資金を集めるための
努力が必要とされた。社会資本という国家の基本をなす分野での資金調達においても、同
様の必要性が生じたのである。このような背景の中で、詳しくは後述するが、MRG と呼

6
7

The Act on Promotion of Private Capital into Social Overhead Capital Investment の略称。
1999 年に PPI 法（The Act on Private Participation in Infrastructure）に変更、詳細は後述。
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ばれる事業に投資する民間企業に対して政府が一定程度の収入を保証する仕組みが導入さ
れた。
一方で、2005 年の制度改正では PPI 法の対象領域を学校や高齢者施設、公務員宿舎、
軍人住宅などの社会的インフラの領域まで拡大し、事業方式としてサービス購入型の事業
が導入された。この背景には、韓国における高齢化や成熟経済下での多様な行政サービス
需要などへの対応のために、経済成長を支える経済的インフラのみではなく、様々な社会
的インフラの整備が必要となったことが指摘される（野村総合研究所、2012）。結果、
2008 年で PPI 事業の規模は 3.8 兆ウォン、公共投資に占める割合は 18.4％までに達し、
アジアにおいて有数の PPP 先進国である（尾中 2011）。ここでいう PPP とは、1994 年
時点での韓国の法律名とは違い、官民連携（Public Private Partnership）の意味である。

図 10 韓国における民間投資推移
出典：PIMAC8より筆者作成

続いて、韓国 PFI の具体的な仕組みについてみてみる。PPI 法では 6 種類の事業スキー
ムが定義されているが、実際に活用されているのは 2 種類である。1 つは PPP 法時代から
採用されている独立採算型であり、もう 1 つは 2005 年から始まったサービス購入型であ
る。それぞれ BTO（Build Transfer Operate）方式と BTL（Build Transfer and Lease）
方式といわれている。BTO 方式とは、施設を事業者が建設し、出来上がった施設を事業
者が政府に寄付するのと引き換えに、政府から事業者に施設の管理運営権が付与され、利
用者から料金を徴収し、運営や維持管理の業務を遂行することになるものである。これに
対してサービス購入型の BTL 方式は、日本やイギリスの PFI 事業を参考に作られたとさ
れているが、内容は施設のハード面での性能維持を充足し続ければ政府からの対価が保証
され、充足できなければ減額される仕組み（いわゆるアベイラビリティペイメント）に
なっている。日本との違いについては第 3 節で述べるが、次の図 11 と第 1 章第 2 節の図
4 から見ても分かるように、大きな相違はない。

8

Building a better Future through Public Private Partnerships in Korea の略称。
24

ＩＳＦＪ政策フォーラム 2013 発表論文

図 11 BTO 方式と BTL 方式の構成
出典：韓国開発研究資料より著者作成

続いて、事業が対象としている主な分野について説明する。PPI 法の対象となる施設
は、日本の PFI 法と同様に法律で列挙されている。1994 年に法制度が整備された当初
は、35 種類の施設が法律の適用対象であったが、現在では 44 種類に拡大されている。こ
の 44 種類を分野別に整理すると、大きく 15 カテゴリー（道路・鉄道・港湾・通信・水
道・エネルギー・環境・物流・空港・文化観光・軍人住宅・教育・森林・公営住宅、福
祉）に分けることができる（野村総合研究所、2011）。
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第2節

最低収入保障制度が果たした役割

ここでは韓国の最低収入保障制度について詳しく説明したのち、この制度が韓国 PFI の
急速な増加と関係があるかを検証する。
1994 年に PPI 法が施行された当初 4 年間で、PPI 対象として公共は 45 件の事業を応募
したものの、実際に事業が開始されたのは 4 件のみであった（尾中 2011）。民間が、予測
を見積もった収入が得られない場合のリスクを懸念し、ほとんど応募しなかったためであ
る。日本においても、同様の理由が存在している。前述のとおり、アジア通貨危機によっ
て財政削減の必要に差し迫られた韓国政府は 1999 年に MRG（最低収入保障制度）を導入
した。

図 12 MRG の考え方
出典：野村総合研究所

ここで最低収入保障制度について詳しく紹介する。この仕組みは、民間企業によって整
備されたインフラの利用者が、利用量に応じて民間企業に利用料金を負担する独立採算型
の事業においてのみ認められている。具体的な内容としては、次のとおりである。個別の
プロジェクトについて政府と民間企業が結んだ契約に基づいて、あらかじめ想定していた
収入（図 12 における「想定売上ライン」）のラインがある。しかし、予測がうまくいか
ず、実際の収入が一定ライン（図 12 における「収入保証ライン」）を下回った場合に、
差分を補てんするというものである。保証最低ラインについてはのちに詳しく説明する
が、保証最低ラインと収入保証ラインの間に売り上げが止まった場合に政府が補てんをす
るのである。
この最低収入保障制度は、PFI 事業拡大を後押しした。前述のとおり民間はリスクを
嫌っていたが、この制度を導入することで、韓国の建設会社や投資家は最低限の収入はプ
ロジェクトから得られるという安心感を持って参加できるようになったという利点がある
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1 節の図 10 でもあるように、増減はあるものの長期的に PFI の投資金額は増加して
いる。福田（2008）は、韓国国会による PFI への代表的サポートとしてこの最低収入保障
制度をあげており、この制度で韓国の PFI 事業は広められたといえよう。
また、図 12 にある保障最低ラインの概要についても説明する。保障最低ラインは、収
入保障ラインとは導入時期が違い、2003 年に導入されたものである。収入保証ラインを下
回ると、売り上げが補てんされると先ほど述べたが、保証最低ラインを下回る売り上げし
か確保できなかった場合、国家による保証はされない。これにより、事業に関心を有する
民間企業は、最低保証ラインには到達する程度の売上げは見込めるという目処を持って、
事業に応募することとなる。民間企業が赤字になり、政府支出を増大させる無計画な応募
を阻止することができるのである。
最低収入保障制度が廃止された 2009 年の段階での収入保証ライン、保証最低ラインは
次の表のとおりである。例えば、PFI 事業者が、PFI 最初の年で予想売り上げの 55％しか
達さなかった場合、収入保証ラインと差異である 20％分が国から事業者に保証される。
9。第

表 4 MRG の制度
期間
収入保証ライン

保証最低ライン

10 年間
予想売上に対して
最初の 5 年 75％
最後の 5 年 65％
予想売上の 50％

出典：韓国開発研究院資料より作成

これまで、最低収入保障制度について述べてきたが、この制度は 2009 年に世論反対で
廃止された。不採算のプロジェクトに対して政府が巨額の損失補てんを行うことに対する
批判の声が根強かったためである。ただし、韓国の国土海洋部広域都市道路課では、VFM
は保障費を含み法人税を計上しなくてもプラスであり、十分価値のあった政策であると考
えている。つまり、PFI を導入したことにより事業数も増え、VFM も算出されたといえ
る。

9

野村総合研究所（2011）参照。
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第3節

日本への導入可能性

ここでは、最低収入制度の日本への導入を検討する。具体的には、日本と韓国の制度を
比較し、違いが制度設計に与える影響を考える。
第 1 節で述べたように、PFI 導入時の韓国と、今の日本は状況が似ている。すなわち、
韓国で PPP 法に求められたこととして、インフラに必要な大規模な予算に政府の支出で
は追い付かず、民間の資金を活用とした点である。また日本でも、今後生じうる莫大な道
路維持予算に対して、国の支出が追いつかないことは第 1 章第 2 節で述べた。その中で、
韓国でも PFI 件数を増やすため、民間企業が PFI の参加に躊躇していた理由を取り除こう
とした。民間企業は、需要が下回り赤字になるリスクを恐れていた。この点でも、日本と
類似している。第 3 章でも述べたように、リスク分担の不透明さによって民間企業が PFI
への参入を妨げている原因となっている。
そして、韓国はそのリスクを取り除くため、収入を保証する MRG を導入した。その結
果はこの章の第 1 節で述べたとおりである。ここで日本においても、民間企業が危惧する
リスクを取り除くために、利益を保証する制度を整えるべきである。
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第5章 政策提言
前章までの政策についての検討と分析結果を踏まえ、本章では本稿の政策提言を行う。

第1節
入

サービス購入型の最低保証制度導

これまで見てきたように、最低収入保障制度は企業が PFI 事業に参加するインセンティ
ブを引き上げる効果を持つ。しかし、日本に導入する際は、次の 2 点について考慮するこ
とが必要である。
まず、収入構造による違いである。韓国における最低収入保証制度は、サービス購入型
ではなく独立採算型で導入されているものである。これをそのままサービス購入型に導入
することはできない。なぜならば、PFI 事業者が独立採算型における収入と、サービス購
入型における収入とは、収入元の違いがあるからである。独立採算型の場合は利用者から
直接収入を得るというシンプルな構造であり、サービス購入型は国・地方自治体が基準を
設けて PFI 事業者に支払う構造であるからだ。基準は利用者数に応じてであったり、設備
の水準であったりと、契約内容によって異なるからである。
また、費用削減のインセンティブが生まれにくい点も考えなければならない。保証最低
ラインの設定だけでは、VFM が発生する可能性は低い。もし、保障最低ラインぎりぎり
に事業者が PFI 事業の収支を悪化させた場合、韓国の例でいえば、50％の収入しか得てい
ないことになる。日本の全 PFI 事業の平均的な契約時 VFM は 24.3％である。この数値は
そのまま当てはまらないが、これより大幅に削減できることは考えにくい。PFI を導入す
る意味がなくなってしまうといえる。
以上 2 つより、韓国の制度をそのまま適用することは難しい。そこで筆者は、「時限的
最低支出保証制度」を提案する。つまり、入札時において試算された道路維持・管理に関
する支出を上回った場合でも、国が一定程度保証するというものである。たとえば、年間
1 億円で PFI 事業者入札したとして、支出が 1 億円を超えてしまったときに、国がその差
額を一定程度までは支払うものだ。
この場合、1 点目の課題は解決し、2 点目の問題は残る。VFM が算出されないリスクは
残るだろう。しかし、第 3 章先行研究で述べたように、今求められているのは、道路事業
の PFI を実行し、データを集めるべきである。道路事業に PPP を実行した際に得られる
VFM は、年間平均で約 4677 億円、道路投資額の 7％を削減できるとの予測もある（西
村・宮崎、2012）。また、他事業でも VFM が出ている事業は多い。よって、10 年など期
間を決めてこの制度を導入しつつ、PFI を広めることを提案する。
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第2節

今後検討すべき課題

今後の検討課題としては 2 点ある。1 つ目は、具体的な割合設定である。民間に支出を
削減させつつ、PFI 事業に応募してもらえるような、支出最低保証ラインを設定する必要
がある。韓国では数年に 1 度、その割合を変更しており、運用を始めてからの変更も視野
に入れて検討する必要があるだろう。
2 つ目は、道路事業の水準を確保できるかである。道路に活用できる資金が減る中で
も、事故を未然に防ぐために PFI は導入される。しかし、過度な支出削減への圧迫が道路
水準の悪化につながるリスクは十分に考えられる。道路水準を維持したまま支出を削減で
きているか、モニタリング調査を厳密に行う必要がある。
本稿で行った提案が速やかに導入され、今後起こりうる道路の劣化による事故が無くな
ることを切に願う。
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おわりに
本稿では、日本における道路施設に対する老朽化対策を行っていく上で日本の財政状況
や人口趨勢といった現状を踏まえ、ヒト・モノ・カネの観点で政府が単独で対策を施して
いくには限界があり、特に本稿ではカネ、財政の面を問題意識とした。そこで民間にある
資金や公共事業のノウハウを活かし、効率的なインフラ整備を行っていくことを目指す中
で、海外の成功事例を参考に日本での PFI 推進の必要性について論じ、その視点から政策
提言を行った。
第 1 章では日本の道路の概況をまとめ、老朽化の波が押し寄せつつあることを踏まえ、
PFI が道路の老朽化に対してどのような効果が期待できるかを分析した。その PFI につい
て現政府が積極的な姿勢を見せていないことを第 2 章で明らかにした。続く第 3 章の先行
研究であげられているモデル事業とその課題点の考察。そこで、PFI 事業導入の壁となっ
ている政府と民間のリスク保障の不備を述べた。この点を PFI 事業の課題点とし、それを
解決するための分析を第 4 章で行った。第 4 章で韓国の PFI 事業の例から日本における道
路 PFI の導入可能性を検証した。その結果、日本と韓国の法制度や道路事情を鑑みても韓
国のような事業例を日本においても考えられるとの結論に至った。最後、本稿の総括とし
て第 5 章で時限的最低支出保証制度を提言とした。
本稿で得られた結論は、1．現在の国家の財政状況を鑑みたとき PFI 事業による民間の活
力を利用することが合理的であること、2．しかし、事業を行う上での政府と民間とのリ
スク分担が詳細に決まってないことが導入の障壁になっている、ということがわかった。
そのうえで、得られた結論より、政策提言は、民間が被るであろうリスクを政府が担うリ
スク保障制度の導入が有効であると考えられる。これは韓国ですでに成功例があり、第 4
章でも述べたとおり、日本への導入も合理的であると考えられる。以上が本稿での政策提
言となる。
結びに、本稿を踏まえた上での今後の課題としては以下の 2 点があげられる。一点目はリ
スク保障をどの程度保障するかの具体的数値の決定、2 点目は管理体制の不備から起こり
得る道路事業水準、つまり品質の低下である。これらの課題を迅速に解決し、本稿で述べ
た政策が実施されることを期待する。
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