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１

序章

1.1

研究の目的

本稿の目的は、公民連携（PublicPrivate Partnership）手法による財政自立性の向上可能
１

性を検証することである。具体的には、米国地方政府における民間提案型社会資本整備手法
をモデルとして、日本の地方政府への適用可能性を考察する。
1970年代後半にピークを迎えた連邦政府から地方政府への財政支援は、その後レーガン政
権の政策転換を機に、縮小傾向を辿った。それにより、米国の地方政府は政策の財源を確保
することが難しくなり、自主財源や新しい資金の獲得に取り組むようになった。そのような
状況下で、新しい政策手法として登場したのが、公民連携による公共投資・公共事業であっ
た。具体的には、2002年のバージニア州のPPEA法による民間提案型社会資本整備など、
様々な政策・事業手法が導入されている。日本は2005（平成17）年を機に人口減少時代に入
り 、将来の財源確保が難しさを増す中で、市民の社会資本、公共サービスに対するニーズ
２

を満たしながら、持続可能な財政運営を行っていかなければならない。
まず、これらの米国地方政府の財政自立性向上策をモデルとして、それらの制度設計・合
意形成・事業運営等を詳細に分析する。その中から、米国における財政自立性向上に向けた
制度設計・地域政策の日本への適用可能性を検討する。
1.2

研究の背景

日本では、三位一体改革という行財政改革の流れの中で、地域の公共部門の財政状況が逼
迫する状況下で、地域の社会資本整備や活性化・再生政策の運営は困難を増している。地方
財政健全化法の施行と公会計改革の推進に向けて、様々な取り組みが進められている。
同様に、米国においては、1990年代以降に連邦財政が逼迫し、地方政府への補助金が削減
される中で、持続的な地域の発展を実現するために、様々な取り組みが行われきた。その中
の成果のひとつが、2002年にバージニア州で制定されたPPEA法である。これは、州法によ
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って民間提案による社会整備事業の枠組みと手続きを定めたもので、制定後４年間で100件
以上のPPP事業が実施され、地域再生の大きな原動力となっている。この法律により、バー
ジニア州は、連邦政府からの補助金削減を乗り越え、政府（Public Agency）と民間（Private
Sector）が連携（Partnership）して公共投資・政策を推進している。この法律の内容や運
用状況を分析することで、日本の地域再生に向けた多くの示唆を得ることができると考える。
国の財政状況が悪化する中で、地方政府への補助金等が削減され、地域経済・開発等が停
滞するという悪循環は、20年前の米国と最近10年間の日本とほぼ同じような傾向を示してい
る。その中で、連邦・中央政府に頼らずに、地域が自立的に社会資本を整備し、公共サービ
スを提供し、地域を活性化していくことが期待されることも、ほぼ類似の状況と言える。そ
のような点から、米国の民間提案型事業手法を学ぶことによって、日本の地域再生を考える
視点を得ることができると考えられる。
1.3

研究の対象

そこで、米国の中でも先進的な政策を推進しているバージニア州を取り上げ、その中で中
心的な制度手法を確立したPPEA法について詳細な調査・分析を行う。同法の正式名称は、
「Public-Private Educational facilities and infrastructure Act」であり、制定当初は学校等の
教育関係施設と社会資本整備を公民連携で実施するための立法であった。
PPEA法の規定する制度・手続きの内容にとどまらず、このような制度が創出された背景
なども含めた検討を行う。PPEA法につながる法律や６度にわたる法律の改正過程を検証し、
PPEA法の意義を明らかにする。また、PPEA法による実施事業の事例分析を通じて、具体
的な地域の社会資本整備の可能性を示すとともに、地方財政の自立性向上への貢献の可能性
について検証する。
1.4

研究の方法

本調査では、文献・資料調査により、米国の民間提案型社会資本整備の実態を明らかにす
る。具体的には、インターネットにより公表されている法律・議会資料・政策文書を収集す
るとともに、現地調査（2008年８月）を通じて得られた資料・関係者へのヒアリング等を使
いながら、実証的な調査・分析を行う。
1.5

先行研究の整理

地域再生に関して、Savas（1999）は、PrivatizationとPublic Private Partnershipを比較
しながら、公（地方政府）と民間企業が連携し、当該地域の持つ社会・経済・文化の潜在的
な可能性を引き出す「地域再生」の重要性と、その手法としてのPPPの有効性を明らかにし
ている。

― 377 ―

民間提案に関して、Stainback（2000）は、公（地方政府）と民間企業（一もしくは複数）
が「形式の設定、交渉、実行、ファイナンス、デザイン、開発、工事、運営」を行い、プロ
ジェクト（建物等の建設等）を実現することをPPPと定義している。その上で、
「民間パー
トナーの専門的な知見、創造性を最大限に活用できる」
「長期間にわたるコミットメントを
引き出せる」ことを官のメリットとし、民間からの様々な提案の利点を指摘し、それを導き
出すための具体的な方法を明らかにしている。
1.6

期待される結論

本稿の研究・考察の結果、期待される結論のポイントについて、本論に先立って簡潔にま
とめておきたい。米国の民間提案型社会資本整備の基盤となったPPEA法によって、以下の
諸点が明らかとなる。
①

地方政府にとって、逼迫する財政状況の中で、行政として進めなければならない地域社
会資本の整備に対する新しい資金提供源を確保できたこと

②

民 間にとって、公有財産（土地・建物・事業権等）を活用した、新しい事業機会を発
見・参入することができ、事業規模・収益等を増大させることができたこと

③

地域・市民にとって、地域社会資本の迅速な整備と便益の享受とともに、民間事業者に
よる新しい事業・サービスが提供されることで、多様な消費・サービス享受の機会を得
ることができたこと

④

法律による制度化によって、政治・行政等の条件が変化しても、持続的な制度として、
行政・民間・市民から信頼され、利用され続けていること

⑤

民間提案のスキーム自体が、様々な試行・改善により、地方政府と民間とのリスクとリ
ターンの最適化に向けて改善されていること
本稿の研究を通じて、米国における民間提案型社会整備手法の事例を明らかにするととも

に、今後の日本における地方財政の自立性向上に向けた公民連携手法の研究・推進に貢献し
たい。
２

民間提案型社会資本整備手法の背景・経緯
まず、民間提案型の社会資本整備手法が生み出された背景・経緯から整理していきたい。

地域共有の基盤・制度の整備は、行政機関が公共の財源を用いて整備することが一般的であ
った 。しかし、少子高齢化の進展や公共サービスの範囲拡大、地域ニーズの多様化等が進
３

展する中で、中央政府も地方政府も、行政に対する要求をすべて公共の財源によって賄うこ
とが困難な状況となってきた 。
４

そこで、民間と行政のいずれか単独による事業手法だけでなく、両者の連携によって公共
サービスを提供する方法が開発され、実践されてきた。その新しい手法のひとつが、民間提
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案型の社会資本整備の手法である。
2.1

逼迫する地方政府の財政状況

米国において、公民連携の手法が開発・推進されてきた背景には、厳しさを増す地方政府
の財政状況がある。中央政府、地方政府ともに、歳入の増加が見込み難い中、歳出拡大につ
ながる要望が増えていく状況下で、財政的な余裕がなくなっていく傾向が見られる。ここで
はPPEA法の分析に必要な範囲で、日米両国の地方政府の財政状況を整理しておきたい。
2.1.1

米国の財政構造と地方財政の悪化

米国の財政構造は、連邦政府 と州政府、地方政府の三層構造となっている。米国商務省
５

がとりまとめている地方政府の財政統計によると、地方政府の財源別の平均歳入は、政府間
の補助金・交付金が２〜３割、自主財源が５〜６割、その他で構成されている。
また、州政府は、ニューディールの一環として、1933年の連邦緊急救済法からはじまる一
連の地方政府の支援立法（州間高速道路法等）が施行されたことを契機として 、連邦政府
６

からの補助金を受けて政策を実施する行政構造ができあがっていった。それは1960年代のグ
レート・ソサエティ計画へと引き継がれ、1977年頃に連邦・州政府から地方政府への政府間
補助金は頂点（ピーク）を迎えた。
それのような流れが転換するのが、1980年代のレーガン政権時代であった。連邦政府から
表１

米国の地方政府の財源別平均歳入

説明：米国の地方政府の歳入について、1969年から1993年までの内訳と金額の推移
を示している。
出典：小 林良彰編著、1998年、
『地方自治の実証分析−日米韓３カ国の比較研究』
、
慶應義塾大学出版会、25ページ。
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州・地方政府への補助金は、1980年代を通じて26%も減少した。この背景には、レーガン政
権の経済政策＝レーガノミックスによるサプライサイドを重視した経済政策運営により、国
内的には歳入が減少する一方で歳出が増加し、国際的には経常収支が急速に悪化すること
で、連邦政府が双子の赤字を抱えたことがある。それに伴って、それまで連邦政府から州政
府、地方政府へ配分されていた補助金の財政支援が削減され、連鎖的に地方財政の状況も悪
化したのである。
この厳しい財政状況の変化に対して、地方政府はその減少分を自主財源で賄うようになり、
政策面での裁量の幅が広がったと捉えることもできるが 、地方政府の自主財源の主要なも
７

のは資産税であり、これに対して、州政府がどの程度の規制を行うのかについては各州によ
って多様な形態が見られる 。また、資産税以外の税金についても、同じような状況となっ
８

ている。民間提案型の社会資本整備による新しい公共投資は、規制のある政府間財源や自主
財源とは異なった、地域独自の新しい政策財源として登場・注目されることになる。
2.1.2

1990年代以降の日本の地方財政状況の悪化

日本の地方財政の状況についても概観しておきたい。米国とは対照的に1980年代から1990
年代初めにかけて、日本は製造業を中心とした高い産業競争力によって国際収支を増加さ
せ、国内においても長期にわたる経済成長を維持していた。そのため、中央政府と地方政府
の歳入も好調な経済に支えられて、安定的な財源を確保することができた。
しかし、1993年のバブル崩壊以降、失われた10年といわれるような長期的な経済状況の悪
化にともない、税収の落ち込みなどの歳入減少が課題となってきている。少子高齢化の進展
による社会保障費用の増加や社会の成熟化に比例した価値観・公共サービスに対するニーズ
の多様化、雇用不安等に対する経済対策としての公共投資への期待などによって、中央・地
方政府いずれも厳しい財政状況に置かれている。また、2000年以降の地方分権改革、三位一
体改革の推進により、中央政府からの財政支援が削られることによって、地方政府の財政は
一層の困難に直面している。
2.1.3

日米両国の地方財政状況の類似性

このように日米両国の地方政府の財政状況については、時代的な前後はあるものの、大き
くは同じような課題を抱えたと捉えることができる。つまり、中央・地方政府全体を取り巻
く経済状況が悪化し、財政状況が総体として厳しい状況になったことに加え、上位政府（米
国：連邦政府、日本：中央政府）から、地方政府（米国：州・地方政府、日本：地方自治
体）への財政支援が減少することで、地方財政にとっては十分な政策財源を確保することが
難しい状況となっている。さらに、日本では少子高齢化に伴う歳出の増加（福祉・介護分野
等）の課題もあることから、その解決には複雑な問題の相互関係を解きほぐし、これまでに
ない新しい解決方法を考えていくことが求められている。
そのような厳しい財政環境に適応した地域政策が必要であり、米国ではそのひとつとして
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民間提案型の社会資本整備等の公民連携の事業形態が開発・実施され、一定の成果を収めて
きたと考えられる 。それでは、その代表的な成功事例であるPPEA法を取り上げ、バージ
９

ニア州における新しい民間提案型社会資本整備のあり方について検討していきたい。
2.2

民間提案型の社会資本整備の取組

米国において、PPEA法に代表される民間提案型の社会資本整備のどのように進められて
きたのか、バージニア州を例にその経緯を述べておきたい。まず、PPEA法の下敷きとなっ
た 民 間 提 案 型 事 業 促 進 の た め の 法 律、PPTA法（Public-Private Transportation Act of
1995）について言及する。つぎに、連邦政府の連邦調達規則等の上位・関連法との関係につ
いて述べる。
PPEA法に先立って、1995年にPPTA法 をバージニア州議会が制定している。同法は、
10

公共交通機関を対象とした公民連携事業の制度化手法を確立したものであり、PPEA法の下
敷きとなっている。詳細は後述するが、2007年のPPEA法の改正にあたっても、同法の制度
枠組みを援用しながら、法律・手続きの改善を行っている 。
11

PPTA法は、1994年公共交通施設整備法（the Qualifying Transportation Facilities Act of
1994）を更新して制定された。主な内容としては、①公共交通施設の中に「駐車場」や「港
湾」を含めたこと、②有料道路料金・利用料等の設定に関係する自治体の同意が必要である
とする規定を廃止したこと、③PPTA法のバージニア州公共調達法の適用除外を明確化した
ことであった。また、本法案は州政府の機能を民営化するための合同小委員会により推薦さ
れて、審議・議決が行われた。同法により、これまで行政の関与・決定のなしには進めるこ
とが難しかった公共交通機関の施設整備に関して、公民連携による公共交通施設の整備事業
が可能となった。
PPTA法、PPEA法は州法であり、米国の連邦憲法及び連邦政府による法令と整合しなけ
ればならない。特に、政府機関の公共調達に関しては、米国内の全州で共通の規則・基準・
手続き等を定めており、また、州政府以上の行政機関は国際的な取り決めであるWTOルー
ルの適用も受けることとなる。
これまで公共交通機関の整備であっても、地域社会資本の整備であっても、ほとんどは公
共 投 資・ 事 業 と し て 実 施 さ れ て き た も の で あ り、 公 共 財 源 の 執 行 はFAR（Federal
Acquisition Regulation：連邦調達規則）に則った手続きにより行われてきた。具体的には、
入札の方法として、①簡易調達手続き（日本における随意契約に類似）
、②封印入札（同、
一般競争入札）
、③競争的交渉入札（Competitive Negotiated Proposals；日本では対応する
ものがない）のいずれかの手続きで執行される。PPTA法、PPEA法はどちらも③の競争的
交渉入札の方式によって、落札者を決定する方法をとっている。③の審査にあたっては提示
された価格とともに、あらかじめ提示された評価要素による内容評価が考慮されて契約候補
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者が決定される。その評価要素として考慮しなければならない必須項目は価格のほか、品質
（技術的特徴など）
、過去の実績がある。
以上のような制度に基づき、PPTA法のような州法を参考としながら、FARのような連邦
規則と整合を図りながら、バージニア州の民間提案型の社会資本整備法が制定されることと
なった。つぎに、PPEA法の内容・改正の経緯等を詳しく見ていくことにする。
３

民間提案型社会資本整備の法・制度
バージニア州で2002年に制定された民間提案型社会資本整備の法律であるPPEA法につい

て、その内容を詳細に検証していく。特に、同法が定めた制度設計のポイントや６回にわた
る継続的な改善のプロセスなどを追いかけながら、現在のPPEA法の到達点（成果と課題）
を明らかにしたい。
3.1

PPEA法の制定（2002年）

PPEA法は、PPTA法の制定から７年後の2002年に制定された。その法律の目的、対象事
業、主要要素（申請主体の設定、審議手順、評価基準等）について検討していく。
PPEA法が制定された目的は、これまでの既存の手法では教育機関や社会基盤等の整備に
十分な対応できないことから、それを新しい民間提案型の公民連携手法による整備を行うこ
とができるようにすることであった。
そのために、地域社会資本整備について民間セクターが提案を行うための手続きを定め、
事業対象の範囲や提案内容の評価基準等を規定した。また、そのような契約方法を可能とす
るために、財産の取得、設計、建設、改良、修復、拡張、維持、管理、運営に関する既存規
則を調整した。
それは、公民連携による事業が、事業期間の短縮やコストの縮減といった民間事業の利点
と、信頼できる公共の特徴を兼ね備えた成果を上げると考えたからであった 。これまでの
12

従来型の公共投資、社会資本整備のあり方では、十分にそれらを満たしきれていないという
認識に立ち、それを公民連携の手法で補っていくことが必要であり、そのための制度構築を
行おうとする目的が明確に示されている。
PPEA法の民間提案の対象事業は、①教育施設（校舎に限らず、教育に必要な施設）およ
び提供する教育機能に関連する施設・建物・使用する資産、②公共目的で使用する施設・設
備・建物、③主に公共団体によって利用される施設の改良・補強・セキュリティ等、④遠隔
通信その他通信基盤、⑤レクレーション施設をあげている。
13

ところで、PPEA法はワシントンD.C.のオイスター・スクール（Oyster School）の公民連
携による建て替え事業を参考事例として考案された 。その事例では老朽化した学校の建て
14

替え費用を捻出するために、学校の所有する校庭や余剰の土地の開発権を民間事業者へ与え
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ることと引き換えに、民間資金で学校の校舎建て替えを行った。それを受けて、PPEA法の
対象として最初に教育施設を掲げているが、それ以外にも、その関連施設・設備や公共目的
で使用する施設、その改良・補強・セキュリティ、通信基盤、レクレーション施設などまで
対象を拡張して規定している。バージニア州の地域ニーズ、課題に対応するために必要な修
正であったと考えられる。
3.2

第１回

PPEA法の改正（2005年）

2002年に制定されたPPEA法は、３年後の2005年に最初の法律改正を行われた。その主要
なポイントは以下の４点である。

15

第一に、他の要素に関わる審査が行われている提案に関して、部分的な計画や業務を行う
ための仮契約を行うための規定を追加した。
第二に、民間から提案された調査のための期間およびその審査予定のための標準期間を定
めた。
第三に、提案選定の際に関係者が考慮すべき要因を追加した。
第四に、それまで運用されていたモデル・ガイドラインを改訂するためのワークグループ
を召集する権限を上下両院の法務委員会に与えた。
これによって、民間サイドにとって大きなリスク要因の一つである提案審査の時間リスク
を軽減することができるようになった。また、提案選定に関する公共性・客観性・効率性を
高めるために、審査項目についても改善がはかられた。さらに、PPEA法のスキームを運用
するためのモデル・ガイドラインを継続的に改訂していくためのワークグループの設置する
ことで、迅速・的確な制度改善の仕組みが確立された。
3.3

第２回

PPEA法の改正（2006年５月19日）

前回の改正から１年後の2006年、第２回の改正が行われた。その主な改正事項は以下の点
である。 PPTA法（1995）及びPPEA法（2002）の公共調達に関連する記録の開示につい
16

て、いくつかの例外規定＝非開示事項を定めた。①§ 56-573.1：１もしくは56-575. の規定
17

よりも先にその記録が開示されることで、金融的な利益もしくは交渉上の立場が失われるこ
とが考えられる場合、②そのような決定を必要とする事由については、提案者が提案時に書
面により申請するものとする。さらに、その開示・非開示を議論・決定するための非公式会
合を開く権限を審査委員会に付与した。最後に、PPTA法の下で作成された公共調達に関す
る記録については、仮契約あるいは包括的な契約の交渉プロセスが完了していない場合、あ
るいは包括的な契約が結ばれた後であっても、それが留保できることが規定された。
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3.4

第３回

PPEA法の改正（2006年５月25日）

第２回の記録開示に関する改正と同時並行で審議・議決された第３回の改正は、情報自由
法（Freedom Of Information Act）との調整を行った。
17

情報自由法では、PPTA法およびPPEA法の下に提出された記録に関する適用除外を定め
ているが、それを改正して非開示を希望する事項に関して、例えば取引上の秘匿事項や金
融・財務記録、その他提案に関する資料等について書面による申請を行わせ、審議・決定を
行うこととした。また、PPTA法およびPPEA法を修正して、行政公募か民間提案かを問わ
ず、受理・採用された概念提案のすべてを公表するようにした。州政府の部署、部局、機関
に求められる公表事項は、eVA（電子公共調達システム）に公示する。地方政府の機関で
あれば、その組織のウェブサイトや広報誌、当該地域の主要な新聞で、誰もが閲覧・調査す
ることができるような提案内容の要旨・資料を公表する。地方政府も、州政府と同様にeVA
で公募情報を公開することとし、少なくとも提案書のコピーの一部は公表し、一般に閲覧で
きるようにする。この法律の規定は、一般の市民に対する情報提供を行なうために考えられ
る、あらゆる情報提供の手法を妨げるものではないと解釈する。そして、仮契約もしくは包
括契約を結ぶ30日前には、パブリック・コメントの期間を設けることとする。また、あらゆ
る段階での交渉や仮契約または包括契約を行う機会を提供するが、それが執行される前に、
その内容について公表する。また、仮契約または包括契約が執行された後は、取引上の秘匿
事項、金融・財務関連情報、見積費用を除くすべての調達関連の記録は、要求があれば開
示・閲覧することができる。
3.5

第４回

PPEA法の改正（2007年３月21日）

翌2007年、第４・５・６回の改正が行われた。第４回の改正では、PPEA法の適用対象が
拡 大 さ れ た。 こ れ ま で 対 象 と し て 明 示 さ れ て い な か っ た 広 帯 域 の 無 線 通 信 サ ー ビ ス
18

（Wireless Broadband Service）の提供が加えられた。学校、業務、住宅地区等、無線通信
サービスを提供するために必要な技術・基盤整備に関連するプロジェクトに、資金提供を可
能とする改正も行なった。
3.6

第５回

PPEA法の改正（2007年４月５日）

第５回の改正は、情報自由法の適用除外の規定改正を行った。 PPTA法およびPPEA法
19

において、もしそれが公開されたことで、もしくは仮契約または包括契約が実行された後で
あっても、地方政府の経済的な利益や交渉上の立場に悪影響を及ぼす恐れがあると考えられ
る場合には、関連資料、提案評価、外部スタッフ、コンサルタントにより作成された記録な
どを非公開とすることができることを認める規定を設けた。また、PPTA法の提案を審査す
るため権限や指導・助言を行う非公開会合の設置を認めた。
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3.7

第６回

PPEA法の改正（2007年４月10日）

第６回、最後の法律改正では、公民連携諮問委員会が設立された。 PPEA法の適用申請
20

に対して、その要件を満たすかどうか詳細を審査するための議会に設置された組織である。
また特定の要件を定めるPPEA法の適用プロジェクトの審査ガイドラインに則ることを定め
た。バージニア州政府および関連機関以外の機関にとっては、契約締結に先立って提案を行
った包括的契約を審査するための適切な組織・仕組み（手続き）が必須とされた。
3.8
3.8.1

PPEA法の制度設計
推進方法

PPEA法の特徴のひとつは、第６回の改正によって創設された公民連携諮問委員会の存在
である。それまでは、法律の改正と行政・民間企業の取組によって、単発的に行われていた
PPEA法の運用に関して、専門の検討組織を立ち上げ、そこで同法の細部にわたる解釈、検
討を行うようになった。
この諮問委員会は、発注機関が仮契約もしくは包括的契約のための交渉に入る前に、必ず
詳細な提案資料を提出させ、審査することになっている。もしその提案がこの手続きおよび
条件を満たさない場合は、諮問委員会から行政に対する承認を行わず、結果として行政は契
約のための交渉を始めない手続きとなっている。これによって、公民連携諮問委員会に民間
提案に関わる情報が蓄積されるとともに、制度改善のための要望や具体的な課題などが集約
される。それに基づいて運用方法の見直し、提案事業の審査基準の修正等が行われることで、
市民・行政・民間にとって分かりやすく利用しやすい制度への改善が行われている。
3.8.2

PPEA運用ガイドライン（2008年版）

民間企業にとって、地域社会資本整備の領域は、民間対民間のビジネス領域とは異なった
新しい分野のひとつであり、そこへは一定の参入意欲が見込まれる。しかし、これまでにな
い公民連携の事業に対して、手続、時間、リスク等について十分な実績・事例が蓄積されて
おらず、参入障壁が大きく見積もられる傾向がある。
それを軽減するための仕組みの一つが、PPEA法の活用にあたってそれを利用する関係者
が順守すべき手順を定めたガイドラインである。これは、PPEA法が制定された2002年から
つくられているが、2006年と2008年の法律改正に伴って同ガイドラインも改定されている。

21

3.8.3

提案フロー

具体的な事例は後述するが、ここではPPEA法に基づく民間提案型の公民連携プロジェク
トがどのように提案・審査・決定・実施されるのか、その流れを紹介する。
ガイドラインでは、行政が公募を行う場合はこれまでの公共投資・事業の発注手続きと同
じ方法をとることから、あまり多くの規定を置いていない。対照的に、民間提案による事業
公募に関しては、それぞれの段階で行われる手続きに関して詳細な規定を定めている。提案
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から始まる一連の流れは、図１のようになっている。
①

募集要項の提案
バージニア州政府が公表するウィッシュ・リストを参考に（それに拠っても、拠らなくて

も構わない）
、PPEA法の適用プロジェクトの募集事業を民間サイドから提案することが可
能となっている。それぞれの独自技術・人材・資金・ネットワークを有する民間企業は、他
社と比較して自社が最も得意とする領域・事業で事業を提起すことによって、公平・公正な
競争においても提案採択の可能性を高めることができる。
②

第一次提案の審査
提案事業・募集要項がPPEA法の適用プロジェクトとして認められると、45日間以上の期

間で公募がなされる。第一次審査では、民間提案の事業概要・特性、資金調達、公共目的と
の関係などが審査される。一次審査に関する審査基準・評価項目は事前に公表されており、
それにそって提案書を作成する。
PPEA法のスキームは、企画競争による選定とその事業者との随意契約とは異なる競争的
交渉プロセスに基づいて設計されている。提案の審査に当たっても、価格を含む、技術的な
内容、過去の実績等の複数指標によって評価が行われる。それらは必ずしも定量的な評価、
数値的な結果のみに限られない。
③

審査料の納付と専門委員会による審査
企画提案者は審査料を納付することが求められる。審査料の上限は50,000ドルに設定され

ていて、第一次審査と第二次審査で分割して納付する。専門委員会は、その審査料を使って
必要であれば外部評価機関・コンサルタント等に委託し、提案内容の審査を行う。最終的に
審査が終了した段階で事前に支払われた審査料が残った場合は、それを返還することもある。
④

第二次提案の審査・多段階選定方式
第二次審査は、第一次審査を通過した一者もしくは複数の競争者が、詳細な事業計画や資

金調達方法、事業推進体制、ライフサイクルコスト、事業の費用対効果、公共目的との適合
性などについて提案を行い、その審査を行う。その結果、最優秀と認められた者に優先交渉
権を与え、その後州政府との調整・協議を行っていく。最終的な交渉の過程でパブリック・
コメントを実施し、広く市民の監視のもとで公正・公平な契約締結・事業執行を確保するよ
うに努めている。
⑤ 知的財産権の保護規定
事業提案や審査の過程、契約締結に至る手続きの中で、PPEA法では提案者自らの申請に
基づいて知的財産権の保護を要求することができ、それが認められれば資料や内容を非公開
とすることができる。取引上の秘匿事項や金融・財務の情報等、それを公表することで関係
者に大きな不利益や交渉上の立場を悪化させる恐れがあるものについては非公開とすること
ができる。日本ではそのような保護制度がないために、提案者自身の知的財産権に関わるよ
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うな提案自体ができない状況になっている。
以上の諸点に関して、PPEA法およびそのガイドラインでは、その手続きを事前に設定・
提示している。それに沿って公平・公正に手続きが進められることから、事業提案を行う民
間企業にとっては、行政の裁量や事務処理等で時間が想定以上にかかったり、提案の審査自
体を行わなかったりするといったリスクを避けることができる。また、提案までに十分な時
間と労力を投下して、他社では短期間には追いつくことのできないような品質の高い提案内
容を練り上げることができれば、一次審査・二次審査の通過・採択の可能性を高めることが

図１

PPEA法の手続きフロー

説明：PPEA法のガイドラインに示されている手続きの流れを示している。
出典： 筆者作成
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できるため、民間企業にとって主体的に提案を行うインセンティブ（Incentive）が組み込
まれている。
3.8.4

PPEA法の現在と今後の展望

最後に、PPEA法の特徴をまとめるとともに、改善すべき課題を指摘し、同法の現在と今
後の展望について述べたい。
民間提案による社会資本整備の制度設計を行ったPPEA法の主要な特徴は、以下の諸点で
ある。
（１） 民間事業者が「募集要項の内容」も含めて提案することができること
（２） 民間提案を受け入れるための手続きと体制、方針が事前に明示されていること
（３） 知的財産権の保護を要求することができること
（４） 民間事業者に審査料を課して、提案数が増えることにともなう行政コストの増加を防
いでいること
（５） 詳細な提案審査が終わった後でも、競争的対話により、効率的・効果的な事業内容の
改善が可能となっていること
（６） ウィッシュ・リストの公表などにより、民間事業者が提案しやすい条件整備がなされ
ていること
これらの特徴が複合的に機能することによって、PPEA法に基づく民間提案事業は100件
を超える実績を積み重ねてきている。後述するように、バージニア州政府における事業は順
調に蓄積されてきており、地域の社会資本整備に一定の貢献をもたらしていると考えられる。
しかし、そのような成果の一方で、PPEA法の改善すべき課題も指摘されている。第一に、
PPEA法のスキームに基づくイノベーティブな提案が減少傾向にあることである。行政から
の発案による事業、民間からの提案事業の内容を見てみると、2002年の法律制定後にはつぎ
つぎに新しい施設整備・事業手法の提案が行われていたが、この制度が普及・定着するにつ
れて、新規のアイデア、スキーム、ファイナンス等の提案が減少傾向にあると考えられる。
背景としては、地域の社会資本（資産・施設等）の数量や種類は限られており、PPEA法
によって提案できる対象物件が少なくなってきたこともあると思われる。また、知的財産権
が保護されていても、斬新・創造的なアイデアやスキームを開発することには多くの時間・
調査等の研究開発投資が必要であり、それと比較すると類似の事例・実績に学びながらそれ
を踏襲・改善させた提案を行うことのほうが、よりリスクが少なく効率性が高いと期待され
ることなどがあると考えられる。
それらの課題を解決していくためのソリューションは、公民連携諮問委員会およびワーキ
ンググループの議論から方向性が出てくることを期待しているが、筆者の改善方法について
最後に述べておきたい。PPEA法のさらなる進化・発展のためには、なによりも「提案でき
る対象」が広がっていかなければならないと考えられる。民間事業者からの提案能力が所与
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であるとすれば、新しい提案・画期的な手法が出現する確率は提案する対象の種類・数量等
に規定されることになる。これまでの６回の法律改正の中で、IT分野などへの対象拡大を
行っているが、さらなる対象の拡大が必要であろう。その規定の仕方として、州政府の保有
する公有資産すべてを原則的に提案対象とし、例外的に除外するものを限定列挙する方法も
有効であると思われる。また、日本のPFI事業やソフト分野の提案制度などに見られるよう
に、社会資本の整備のみではなく、その管理・運営等も含めた形での提案を可能とするよう
な取り組みも効果が期待される。そのようにソフト分野も含めることによって、建設会社・
土木会社の視点・手法に限らず、サービス・小売・メンテナンス業界の参画と提案を加え
て、これまでとは異なった独創的な提案が生まれる可能性が広がると考えられる。
４

民間提案型手法の地方財政に与える影響

4.1

PPEA法による社会資本整備事業の推移

バージニア州のPPEA法の制度・手続きに則って実施された事業は、累計で100件を超え
ている 。法律ができて６年経ち、同期間のバージニア州全体の事業の一定割合を占めるに
22

至っている。
フォローアップ調査より、PPEA法の適用プロジェクトのリスト（2009年２月２日現在）
を入手し、そのデータから事業の詳細まで明らかとなっている事業（32件）を抽出した。該
当事業の総事業費は12億8,000万ドル、一事業の平均事業規模は4,000万ドル となっている。
その平均事業規模を、これまでのPPEA実施事業数100で乗じて、６年間のPPEA法による事
業規模を推計すると、約40億ドル程度と考えられる。
それらの内訳をみてみると、最大の事業費は１億5,000万ドルで、最小の事業費は79万ド
ルであった。また提案主体は32件のうち、行政主導のものが12件、民間主導のものが20件と
なっている。事業対象は、学校、行政施設、警察署、上下水道、レクレーションセンター、
刑務所、芸術センター、図書館、ホテル、駐車場など、幅広い領域でPPEA法が活用されて
いる。
4.2

民間提案型社会資本整備手法の財政学的考察

各事業によって民間資金の導入される割合やVFMの程度は差異があると推察されるが、
６年間で40億ドル・年平均６億ドル程度という事業規模は、バージニア州のPPEAに関連す
る事業予算26億ドル（2009年）の２割強を占めている。
23

それらの公共投資・社会資本整備を、旧来通りの公共財源のみに頼って行った場合には、
財政的な負担が増加し、実施事業の選別・限定を行わなければならない状況に陥ることが想
定される。加えて、民間提案型の事業手法によるプロジェクトに関しては、公共による事業
に比較して、設計、建設、利用、管理運営の各段階での費用逓減の機会費用や工期短縮によ
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表２

PPEA事業一覧

説明：2002年の法律制定からこれまでのPPEA法の適用事業の事業名、提案者（行政／民
間）、事業規模を示している。
出典：現地調査資料より筆者作成

る供用開始の早期化による便益の向上等が期待される。

24

このように、PPEA法の制定・制度はバージニア州の社会資本整備分野における財政自立
性の向上に貢献したと考えられる。民間からの提案が継続的に出てくるような制度設計を行
い、その持続的な改善を積み重ねることを通じて、新しい社会資本整備の手法と財源を確立
したと評価される。
4.3

地方財政の新しい財源としての公民連携スキーム

これまでみてきたように、アメリカ・バージニア州のPPEA法が確立した民間提案型社会
資本整備手法は、民間事業者との連携による新しい収益機会の創出と事業の効率化に貢献し
ている。
日本においては、地方分権推進一括法の成立や地方財政健全化法の施行により、地方政府
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における財政の自立性向上が重要性を増してきている。それぞれの都市・地域の政策課題・
経済環境・産業構造等の特徴に合わせた地域特有の公民連携事業の創出を促進し、潜在化し
ている収益可能性と新しい公共投資の財源を掘り起こしていくことがポイントとなる。
専ら税金・公債に依存する従来型の公共投資・社会資本整備手法と比較して、民間提案型
の公民連携事業手法を採用することによって事業実現の迅速化が図られると同時に、当該事
業のコスト削減・工期短縮等の地方財政の効率性の向上が期待される。それに加えて、民間
提案を契機として行政では企画・立案できなかった新しい公共投資・事業が実現し、市民の
公共投資・サービスに対するニーズを満足させることで、地方自治体の政策・投資・サービ
スの質が向上する可能性がある。言い換えれば、民間提案制度によって、地方財政の効率性
が一層向上する余地があると考えられる。
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A consideration about the improvement in
autonomy of the local public finance by the public
private partnership scheme
─Suggestion to Japan from the example of the private
sector proposal type of PPP in U.S. ─
KURATA, Kozo
The purpose of this paper is to verify a possibility that the public private partnership
technique will give the improvement in autonomous of local public finance. Implication to
Japan is clarified by analyzing in detail the private sector proposal type of PPP in U.S.
local government.
In the U.S., the financial support to the local government from the federal government
who greeted the peak late in the 1970s became a narrowing trend at the time of the
policy shift of subsequent Reagan Administration. Thereby, it becomes difficult to secure
the source of revenue of a policy, and the American local government came to tackle
acquisition of independent revenue sources or a new fund. Under such a situation, the
public investment and public works by public private partnership appeared as the new
policy technique. Specifically, the various policies and business techniques, such as private
sector proposal type of PPP by the PPEA method of the State of Virginia in 2002, are
introduced.
The design of institutional arrangements, improvement process, etc. of the PPEA
method are analyzed in detail as a model of the upper part policy for financial autonomy
of these U.S. local governments. The suggestion to the local government in Japan is
drawn out of it.
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