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要旨
発展途上国の運輸交通部門に対する協力の中で法制度の整備などが重要となってきたが先
進国の制度等を直輸入するのではなく相手国のイニシアティブをふまえた協力のあり方を形
づくることが重要である。このため、本研究では以下の項目を検討した。
１. 従来の運輸交通に関する制度の整備のための調査・提案の事例をレビュー
２. 行政法と運輸交通に関する機能について考察
３. 機能面に着目した交通運輸制度の体系的な分析
４. ガバナンスの機能
５. 法制度整備におけるチェックリストの利用
６. 上記の検討をふまえた相手国のイニシアティブを重視した運輸交通に関する法制度形成
のための協力の進め方の提案
本研究の結論は以下のとおりである。
１. 機能面に着目した運輸交通制度の分析を行い、政府の組織、インフラ整備・管理、運輸
交通事業、運輸交通手段・機器、交通の安全／管理に大別した上で詳細にわたった分析
を行い機能面に着目することの重要性を明らかにした。
２. 運輸交通に関する法制度形成のための協力には機能面についてチェックリストによる検
討が体系的で有効であることを示した。
３. 協力の対象国のイニシアティブを重視した協力の進め方が適切であることを示した。
４. 具体的な進め方を提案した。
（フローは本文に示したが要旨では略）
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第1章
1-1

序

研究の背景

発展途上国においては道路、港湾をはじめとする交通社会資本の整備が産業振興や生活向
上に不可欠である。わが国は ODA によりその整備を支援してきた。重要なことはつくるこ
とではなく、これらにより効率よく必要な運輸交通サービスが提供されることである。この
ためには単なる施設整備のみならず運輸交通に関する制度の整備や教育訓練などが重要と
なってきた。このため、わが国や国際機関による運輸交通に関する協力も施設整備に加えて
制度の整備などのソフト面が重視されるようになってきた。筆者はこのような協力の一環と
して 1996 年から 1998 年の 2 年間カンボジア王国公共事業運輸省に大臣アドバイザーとして
勤務した。その経験からも上述の点が理解される。
わが国はこの分野において長い経験を有するとともに、近年規制緩和、民間参入や環境重
視あるいは参加などの課題にも対応してきた。この経験を発展途上国に活かしていくことが
望まれる。その一方で発展途上国においては専門的な人材の不足や制度の不備など行政上の
様々な問題をかかえている。さらにガバナンスの問題などは発展途上国のみならず先進国も
含めて様々な課題があるのが実態である。したがって、わが国をはじめとする先進国の今あ
る制度をそのまま適用することで発展途上国の直面している問題が解決できるものではな
い。
また法の体系は国ごとに異なっている。すなわち、制度は当該国自らが制定し、運用にあ
たって状況に対応して適宜改訂していくものであり、さらに制度の運用のための能力向上の
支援も重要な課題となる。これまでこのような分野の協力においては、先進国の経験をもと
にどのように改善すべきかという結果は示されているものの検討プロセスについては実務的
な報告書という性格もあり明示されていなかった。
そこで、先進国の制度等を直輸入するのではなく相手国のイニシアティブをふまえた協力
のあり方を形づくることが重要であろう。これは、わが国が近代化の中で法制度をゼロから
つくる中で自ら学んできたことである。
発展途上国において、当該国の全般的な法体系やおかれている状況の中で運輸交通という
実務的な制度づくりを行うには法律の条文ではなく機能に着目し、当該国で必要とする機能
が制度としてどう整備されているか、その制度は交通サービス提供の観点からどう評価され
るかを体系的に明らかにした上で、最終的には、当該国のイニシアティブのもとでその国の
法制度に整合的な制度を設計することが重要と考えられる。
本論文は日本計画行政学会第 31 ～ 35 回全国大会のおいて発表された内容および金子彰「イ
ンフラ整備と必要な法制度」
（藤野陽三・赤塚雄三・金子彰・堀田昌英・山村直史「海外イ
ンフラ整備プロジェクトの形成」2011 鹿島出版会刊 1.6 所収）の内容をもとにしている。
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1-2

研究の目的

上述の背景をふまえ、本論文においては、我が国の交通に関する制度をベースにしつつも
現在発展途上国で求められている新たな課題も含め、機能面に着目した交通運輸制度の体系
的な分析とそれをふまえた制度の提案の手法を示すことを目的としている。その中でチェッ
クリストによる分析とワークショップなどによる当該国のイニシアティブのもとでの提案の
有効性を示したい。これにより、我が国の当該分野における経験がより適切な形で発展途上
国の運輸交通制度の整備のための協力に生かされるようになるものと考える。

1-3

構成

本研究においては、まずはじめに第２章として国際協力機構や国際機関などの従来の運輸
交通に関する制度の整備のための調査・提案の事例をレビューする。次いで第３章として行
政法と運輸交通に関する機能すなわちわが国を事例として行政に関する法律の体系と運輸交
通に関する機能の関係および法制定のプロセスと運輸交通に関する機能について議論する。
これらをふまえた上で第４章として機能面に着目した運輸交通制度の体系的な分析とそれを
ふまえた制度を議論する。すなわち機能面に着目した運輸交通制度の体系的な分析とそれを
ふまえた制度をどのように提案するかを述べ、港湾分野を対象としていくつかのアジアの港
湾分野における先進的な国・経済の法制度を事例として機能面での整理を試みる。
この際個別機能に加えて制度全体としてガバナンスをどのように確保するかが重要にな
る。そこで第５章としてガバナンスの機能についての様々な議論を行い、条件および課題を
明らかにする。次いで、ガバナンスも含めた制度の機能について、既存の制度がその機能を
どのように確保しているのか、あるいは新しく整備する制度においては当該国の対象として
いる部門では何を備えるべきかを議論することが重要となる。そのためのやり方としてここ
ではチェックリストが有効であると考えている。このため第 6 章で法制度整備における
チェックリストの利用を議論している。
以上の議論をふまえた発展途上国に対する運輸交通に関する法制度形成のための協力につ
いて議論することとなる。ここで重要となるのは相手国のイニシアティブの確保である。し
たがって、第７章として相手国のイニシアティブを重視した運輸交通に関する法制度形成の
ための協力を議論する。
以上をまとめて第８章において結論と課題を述べる。

第２章

従来の運輸交通に関する制度の整備のための調査・提案の事例

2-1 （独）国際協力機構による運輸交通に関する制度の整備のための整理と調査
（1）「開発課題に対する効果的アプローチ（運輸交通）
」にみる考え方
（独）国際協力機構（以下 JICA）は 2001 年から発展途上国における開発課題を体系的に
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整理しどのようなアプローチをおこなうことが効果的な協力に必要か検討を行ってきた。そ
のフェーズ４の一つとして運輸交通がとりあげられた。検討結果は国際協力機構国際協力総
合研究所（2005）にとりまとめられている。その中では表 2.1 に示すように 5 つの開発戦略
目標があげられている。開発戦略目標１として運輸交通のキャパシティ・デベロップメント
が示されている。表 2.2 に示すようにこの報告書では制度の整備の重要性が指摘されている
こと、主要な項目が網羅されていること、JICA の協力における方向が示されていると評価
されるが個別に適用される際の考え方や方法については示されていない。
表 2.1

運輸交通に対する効果的なアプローチのための５つの開発戦略目標

題

表 2.2

開発戦略目標１

過

運輸交通のキャパシティ・デヴェロップメントの中間目標

（2）「ヴェトナム国運輸交通開発戦略調査」における制度面の改善の提案
上記の検討には JICA の多くの開発調査や研修が基礎となっている。ここではやや古いが
運輸交通のソフト、ハード両面における戦略策定におけるソフト面の戦略の調査をあげる。
（㈱アルメック、㈱パシフィックコンサルタンツインターナショナル（2000）
）この調査にお
いては交通セクターの目的と戦略として４つの分野、すなわち運営・管理、インフラ整備、
制度的・競争的枠組み、財源があり、このうち制度的・競争的枠組みの分野においては 3 つ
の目的すなわち行政能力の確立（特にインフラ管理）
、
競争のための規制枠組みの確立（安全・
環境基準）および民間参加と民間の能力養成が上げられている。また制度改革の課題として

─5─

公共と民間の役割分担、政府官庁間の責任分担や財政確立のための交通施設整備特別会計な
どがあげられている。市場経済移行国における必要な課題があげられており基本的には今日
でも同様であるがどのように検討したかは明示的ではない。
（3）
「カンボジア国海運・港湾セクターマスタープラン調査」における海事・港湾に関す
る法的枠組みの構築の提案
（1）の検討後行われた運輸交通セクターのマスタープランの作成調査においては行政能力
の向上が重要な課題となっている。ここであげた調査（
（独）国際協力機構 ,（財）国際臨海
開発研究センター、㈱日本海洋科学（2007）
）においては行政能力の向上の長期戦略（組織
とプログラム）および短期アクションプログラム（海運、個別港湾および港湾基本政策、港
湾法、民間港湾行政の確立など）があげられている。必要な項目が網羅されているとともに、
具体的な現状分析とそれをふまえた緊急の課題をとりあげていることが評価される。ただし
どのように具体化するのかは明示的ではない。
上述のとおり JICA による検討や調査において運輸交通に関する制度の整備の重要さが示
されている。特に基本的な法制と民間の参加、財源確保などは発展途上国特に移行経済の国
においては重要である。ただし、これらは我が国の経験がベースとなっていると考えられる
ものの必ずしも明示的ではなく、我が国の多くの経験をどのように体系化し途上国に適用す
るかという点は明らかではない。

2-2

世界銀行の調査に見る提案と留意点

世界銀行から "REFORMING INFRASTRUCTURE"（Ionnis N. Kessides（2004）
）という
レ ポ ー ト が 出 さ れ て い る。 本 レ ポ ー ト は 副 題 が ”Privatization, Regulation, and
Competition”で、6 章からなっている。このうち各インフラに共通するテーマとして”1.
The new Paradigm for Network Utilities”、”2. Crafting Regulation for Privatized
Infrastructure”および”6. An Agenda for Action”が述べられ電力、交通および水道につ
いて個別の議論がなされている。この中でこれまでの多くの途上国におけるインフラの民営
化の事例をとりあげ、そこから得られた教訓を明らかにしている。
そこで得られた教訓としていくつかあげると、a. 民営化は多くの場合インフラサービスの
向上に寄与、b. 民営化が機能するためにはそのための適切な規制が必要、c. しかし発展途
上国においては適切な規制のための法制度の基盤や規制を適切に実施するための人材が不足
し先進国の規制制度の直輸入では機能しない、d. 民営化後も規制を見直していくことが重
要などである。
このように発展途上国においてインフラが民営化の中で機能するためにはその国の状況に
あった規制の重要性が指摘されている。この指摘も重要である。
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2-3

筆者による提案と課題

すでに述べたが筆者は 1996 年から 1998 年にかけて JICA 専門家としてカンボディア王国
公共事業運輸大臣アドバイザーをつとめた。その最終報告書（Akira KANEKO（1998））に
おいてカンボジアの運輸交通行政に対して 4 つの提案を行ったが、その一つとして運輸交通
に関する制度の提案を行った。上に述べたように法制度はその国の法体系の中で整合的につ
くられるべきものであるので、法制度としてもつべき機能（簡単にいうとコンセプト）を提
案している。さらに立法化にあたってどのような協力が可能かという点も提案している。提
案にあたっては以下の手順でおこなっている。
a. 運輸交通に対する行政を機能に着目した枠組みを設定した。
b. 日本の関連する法規について a. の枠組みにそってその機能を分析した。
c. カンボディアの関連する法規を a. の枠組みにそってその機能を分析した。
d. 以上の結果をもとにどのような内容の法規が必要かの提案を行った。
e. d. のうち例として港湾・航路に関する法規がもつべき機能をやや詳細に示した。
しかし、問題点としては日本の法制度についてのレビューが十分ではなく民営化について若
干追加したのみであること、カンボジア側と十分な議論がなされておらず一方的な提案と
なっていることが課題としてあげられるとともに提案に至る検討プロセスが明示的ではな
い。
上述をふまえ、筆者は英文の Web により容易に把握できた台湾、メキシコ、マレーシア、
トルコ、カナダ、韓国および日本の港湾法についてその機能の分析を行い、途上国における
港 湾 行 政 の 基 本 的 法 規 の 持 つ べ き 機 能 を 2001 年 に シ ド ニ ー で 行 わ れ た 国 際 航 路 会 議
（PIANC）第 30 回総会で提案した（Kaneko（2001）
）
。なお、民営化のように国によりスタ
ンスが異なる内容があり、必要な機能は示すが方向などは示していない。
筆者の提案は単なる先進国の法制度の移植ではなく、当該国の状況に合わせた運輸交通に
関する法制度の整備に関する協力の第１歩であるが多くの課題が残されている。以下の章で
この課題への取り組みを述べていく。

第3章
3-1

行政法と運輸交通に関する機能

法制定のプロセスと運輸交通に関する機能

（1）法制定のプロセスの概要
法はその国の統治の枠組みを定めるものでいうまでもなく国によって異なる。また法制定
のプロセスも国によって多様である。本節においては運輸交通の機能の分析が法制定のプロ
セスの中で位置付けられるのかをみるためにまず日本を例として法制定のプロセスを見てい
く。ここで取り扱う対象は行政法といわれるものであるので、日本の行政法のテキストをも
とに整理する。
（参考にした教科書等を章末に注１として示す。
）これらのうち本章において
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は土木工学との関連で論じている村田（2008）をベースに整理すると図 3.1 のとおりとなる。
図 3.1 の 1. で示す「基本原案の作成」は次項（2）で示すとおり政策を形成し、その政策
を法案の形にとりまとめるものである。わが国では法案の形成が行政官庁の重要な機能とさ
れているが議員立法であればその機能を議員あるいは政党が担うこととなる。国によっては
すべてが議員立法であることもある。2. で示す「内閣法制局における法律案文の審査」とは
法律としての要件、形式、憲法や他の法律との整合性を審査するものである。3. に示す「与
党との協議」は与党としての政策や政治的立場との整合をはかるものであるが、政府と与党
の関係によってそのあり方は同じ政権であっても異なるし、場合によっては他の政党との協
議となる場合もある。
なお、図 3.1 の「４．国会での審議」においてはわが国では
１）法律案の提出と委員会への付託
２）委員会での審議
３）本会議における審議
４）採決
というプロセスであるがこれは国によって異なる。

図 3.1

（2）政策形成と立法

法制定の概略プロセス

出典：村田（2008）より筆者作成

上述の基本原案の作成とは政策形成とそれを立法化することをいうが、村田（2008）をふ
まえると図 3.2 の流れになる。ここで、政策形成主体としては内閣、国会議員、政党、行政
官庁等を考えている。また法律案としてのとりまとめとしては、法として定める内容を確定
し要綱、項目間や法律間の整合をはかり条文化していくことをさす。
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図 3.2

政策形成と立法化の流れ

出典：村田（2008）より筆者作成

（3）法制定のプロセスにおける運輸交通に関する機能の分析の位置づけ
さて、上述の通り注 1 にあげる「行政法」においてはこのような法制度化の流れについて
法の観点から整理している。しかし行政の活動はア）法律化されるもの、イ）必ずしも法律
で直接内容が規定されるものではないが法律に根拠を持つもの、ウ）行政の機能の一部であ
るが具体的活動は法律として直接規定されないものなどに整理される。イ）の例としては各
種の計画がある。計画策定は法律で規定されるものの多くの場合は策定された計画そのもの
は法律で定めないことが通常である。ウ）については調査研究がある。その組織と機能は法
律で定められるが具体的な活動は法律としては定められない。また、国ごとに法律の体系が
異なるため具体的な法律化については国毎に個別に対応する必要がある。しかし上述のよう
に法律化の作業の前段階で具体的な機能を分析する部分については具体的であると同時に共
通性をもつと考えられる。したがって、
この部分が本研究の主たる対象であり、
図 3.1 の
「1. 基
本原案の作成」あるいは図 3.2 の「2. 問題意識の確立と問題点の発見、整理」
「3. とるべき
方針、方策の考察」である。国により法体系は異なるため、具体的な協力においては当該国
の制度に即して行うこととなる。また立法は当該国の統治そのものであり当該国の権限を持
つ者のみが行うことができることは言うまでもない。

3-2

行政に関する法律の体系と運輸交通に関する機能

さて、上述の教科書によるとわが国の行政法は一般的に以下のように大別される。すなわ
ち、
ア）行政組織法：国家行政組織法など
イ）行政作用法：道路法、港湾法など
ウ）行政救済法：行政活動により市民に不利益が生じた合の救済に関するもので行政事件訴
訟法、行政不服審判法、国家賠償法など。
なお、ウ）が研究や法の実務の重点的課題とされ教科書では多くのページを割いている。た
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だし運輸交通に限らない共通的なものであり本研究では直接の対象としない。
さらに対象とする村田（2008）をもとに行政組織法、行政作用法の内容を一般的に整理す
ると以下のようになる。
①行政組織：行政主体の権限と責任を規定

例えば組織法、設置法など

②規制行政：私人の権利・自由に対して制限を加える行政活動 例えば 許可、認可、届出、
下命、禁止など
③サービス行政：国民に対する財、役務、情報などの提供を行う行政活動

例えば、水道な

どのライフライン、公営交通であり無償あるいは有償であっても低廉な価
格などの場合が多い
④資源取得行政：行政活動を行うための資源の取得活動 例えば、金銭（租税、負担金）
、土
地（契約、収用）
、物品（契約、下命）
、人（任用）など
⑤誘導行政：インセンティブにより間接的に国民を誘導する行政活動

例えば、金銭、情報

（品質認定など）
⑥行政立法：行政への委任や行政計画
個々の法律にはその目的、法体系、権限および制定時点の状況にしたがってこれらが一部
あるいは全部含まれるあるいは他の法律や手段に委ねられることとなる。しかし、実際の運
輸交通行政を考えるときは個々の法律のみならず関係する法律や他の手段も含めどのような
具体的な機能を果たしているかを見ることが重要である。したがって、発展途上国の運輸交
通に関する制度に関する協力を行う場合、わが国や先進国の個々の法律をベースにするので
はなく規定されている内容を機能に着目し分析し、対象国の解決すべき課題、必要性などか
ら再構成することが有効と考えられる。このことによりわが国や先進国の経験をふまえつつ
対象国に適合した運輸交通の制度を提案できると考えられる。
詳細は次章に示すが金子の既存の成果（金子（2008）
）をもとに運輸交通の機能を分類す
ると表 3.1 のようになる。
表 3.1

機能の分類
政府の組織
インフラ整備・管理
運輸交通事業
運輸交通手段・機器
交通の安全／管理

運輸交通の機能の分類

具体的な機能の例
交通の安全／管理のための組織
開発・整備
事業免許・許可等
運輸交通機器の登録・課税
運転・操縦免許・資格

出典：筆者作成

さらに表 3.1 に示す運輸交通に関する機能と行政に関する法律の体系との関係を整理する
と表 3.2 のようになる。
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表 3.2

運輸交通に関する機能と行政に関する法律の体系の関連

表 3.2 に示したように行政法一般の法律の体系と運輸交通に関する機能とは相互に関連性
があり、機能について分析することで運輸交通に関する法制度整備につなげるものと考えら
れる。
注１

田島信哉編著「法令のしくみと作り方」1988
浅野一郎編著「立法の過程」1988

ぎょうせい

ぎょうせい

この他教科書として多数あるが参考にしたものは
藤田宙靖「行政法入門」2001 有斐閣
宇賀克也「行政法概説Ⅰ行政法総論第 3 版」2009

第４章

有斐閣

など

機能面に着目した交通運輸制度の体系的な分析

第 3 章においては行政法と運輸交通に関する機能について概括的に論じた。本章において
は 4.1 において機能についてわが国の制度を例としてさらに具体的に整理するとともに、そ
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の結果をもとにいくつかの国の法律について整理を行う。

4-1

機能面に着目した交通運輸制度の体系的な分析の例

章末に示す表 4.1 には表 3.2 をさらに詳細に示したものをあげる。これはわが国の関係法
令をもとに機能について再整理したものである。これをもとに 4.2 において各国の法律につ
いて比較検討を行う。なお具体的なプロジェクトに用いるためにはさらに詳細な内容に分類
する必要がある。表 4.1 の中から「政府の組織」および「インフラ整備・管理」を例として
以下に考え方を示す。
（1）政府の組織
わが国の運輸交通に関する現在の政府の組織 は
・ 中央政府（国）主に国土交通省

外局／地方支分部局

・ 地方政府（地方自治体）
・ 独立機関

独立行政法人／行政委員会

		

その他独立した機関（公的に認められた検査機関など）

・ 公的企業

法によって設立された企業／地方政府の公営企業部門／（第 3 セクター）

発展途上国における課題（Ionnis N. Kessides（2005）などによる）には
まず基本的な法制度の整備が不十分であるという共通の課題があるが、さらに
・ 形式的に組織があっても機能していない場合が少なくない
・ 要員の基礎的な知識、実務上の訓練不足（一方で冗員は多い）
・ 組織の任務が明確でない（制度上の問題）
・ 必要な予算機材の不足
・ 意思決定過程が不明確
・ 必要な組織がないあるいは不十分

特に企画、計画、管理部門（現場機関はあるが行政

として機能しない）
・ 関連する他機関との調整ができていない／調整のための制度、仕組みがない
（2）インフラ整備・管理
インフラ整備・管理に関連するわが国の基本的な法律はほぼいずれも以下の内容を含んで
いる
・行政組織－インフラの整備・管理組織

たとえば道路、港湾

・規制行政－特に民間の参入の規制、管理のための行為の規制
・サービス行政－提供するサービスとその手続き、料金など
・資源取得行政－土地および施設などの取得（建設）このための技術的な内容および財源
など
・誘導行政－民間の参入に対する支援制度など。ただし制度化されていないものもある
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・行政計画－分野横断的な計画／個別分野の計画
		

また、マクロ的な全国計画－個別の施設計画まで

		

ただし計画そのものを法定化はしていない

管理については基本的に以下の内容が含まれている
・管理主体およびその法的位置づけ
基本的に法律で当該インフラの管理主体（法の中では通常管理者という）を定めている。
多くは中央政府（国）および地方政府（地方公共団体）を管理者としている。ただし管
理者として特別な団体を定めているもの、整備と管理・運営を分離しているものなど多
様
・管理主体の組織と財産
特に管理者として特別な団体を定めている場合は組織と財産などを規定している。
この他審議会の規定などがある。
・管理主体と中央政府の関係
特に、中央政府（国）以外を管理者としている場合は管理主体と中央政府の関係の規定
がある。
・管理主体の行う管理の内容
管理主体の権限と責務を具体的に規定している。ただしその詳細さは対象によって異な
る。
開発・整備・維持
・開発・整備の内容
基本的に管理者が開発・整備すべき内容を法律で規定。また開発・整備における手続き
を規定している場合もある
・開発・整備の主体
国や管理者以外の者が開発・整備を行う際の規定がある
・財源
開発・整備のための財源の規定。なお中央政府（国）の支援の規定や管理者以外の者が
開発・整備を行う際の負担の規定
・中央政府（国）における会計の規定
特に現在は廃止されたが特定財源の規定が重要であった
開発・整備（維持・更新を含む）
・技術基準
技術基準にしたがって開発・整備をすべきことが法律に規定される。詳細な技術基準は
法律の規定をふまえた行政立法（政令、省令、規則など）に示される。
・財産の帰属
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開発・整備された財産の帰属とその使用などの規定
・助成
民間その他管理者以外の者による開発・整備に対する助成の規定がある。助成としては
補助、投融資、税の減免、その他。
その他
・民間の参入に関する規定がある。規制と助成・支援の規定がある場合もある。
発展途上国における課題（Ionnis N. Kessides（2005）などによる）
・管理主体と管理の内容としては形式的に管理主体が決められているが実質的な管理が行
われていない
・プロジェクト毎に管理主体が設立されているケースがある
インフラの種類によっては個別施設の管理はあっても体系的な管理を行う仕組みをもた
ない（この結果適切でない施設がつくられても規制できない）
また、一般的に管理に必要な予算、人員、機材が不足
・開発・整備については財源不足のため援助あるいは民間投資依存となり必ずしも体系的
な開発・整備が行われない。さらに、援助機関ごとに技術が持ち込まれるため当該国で
必要な技術の蓄積ができない場合がある。
・特に維持管理財源が不足しているため施設の管理水準が低い。

4-2

既存の運輸交通に関する法制度の事例－港湾分野を対象として

（1）検討の方法
本研究では先進的な制度をもつと考えられる国の制度をベースとし①その法規が持つ機能
を抽出する、②各機能が持つ要素と内容を整理する、③以上により参考とした国の法規を機
能に整理して示す、④複数の国の法規について①～③のプロセスを行い比較検討を行い、一
般化した機能を整理する。⑤評価においては a. 一般的な運輸交通の分野の動向と b. 協力な
どの対象となっている国における適用可能性を基準とする。⑥この評価の結果をもとに対象
となっている国における運輸交通の制度の整備についての協力を行う。なお、後で述べるよ
うにこのプロセスの⑤、⑥は相手国のイニシアティブを重視した協力が重要である。
（2）事例とした法規とその概要
今回は例としてかって筆者が検討したことをふまえ「インフラ整備・管理」の機能を対象
とし、その中でも港湾を取り上げた。したがって 4-1 で述べたことに加え、複数の有力な港
湾を有し、国としての港湾の基本的な法規が定められており、検討の都合上日本語または英
語で入手できるものとした。そのうち表 4.2 に示す東アジアの日本、中国、韓国、台湾の港
湾の基本的法規を取り上げた。
なお、必ずしも港湾に関するインフラ整備・管理に関する行政がすべてこの基本的法規で
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つくされているわけではない。またわが国では行政全般に関わる共通的な制度は別の法律、
例えば国の会計制度については会計法、国の公務員制度については国家公務員法などで規定
されている。他の国でも同様である。
表 4.2

検討対象の国 ･ 地域および法規

表 4.2 の法律を各条のタイトルあるいは主たる規定内容から金子がタイトルをつけたもの
をもとに表 4.1 のどの機能に該当するかを検討し、結果を表 4.3 にまとめた。
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表 4.3

国・地域別法律と機能の整理


























































─ 16 ─



発展途上国における運輸交通に関する法制度形成のための協力についての一考察

表 4.3 に示すように各国の法律には含まれている機能が異なることが分かる。さらに上表
には示していないがもう少し詳細にみると様々な差異があることが分かる。
すなわち、
（総則）
は機能ではなく法律としての枠組みを示すものであり概ねすべての法律で類似の構成となっ
ている。ただし内容は国により異なる。わが国の港湾法には港湾の定義がないことがあげら
れる。
「政府の組織－インフラ整備・管理」については、わが国は国の組織については別の法律
に基づくためこの法には含まれない。またインフラ整備・管理の実施組織と業務については
法律の中では一般的な行政組織ではなく港湾管理の主体として示されるためこの機能として
は示されていない。
「インフラ整備・管理－計画」については多くの法律の中で規定されている。ただし、計
画の内容やだれが計画を策定するかあるいは国との関係などは異なる。例えばわが国の例で
みると主要な港湾であれば地方の港湾管理主体が作成し国が認めることとなるが、韓国では
国が港湾計画を策定し関係機関、地方政府と協議するとしているものなど多様である。
「インフラ整備・管理－開発・整備・維持」については国による整備を想定するわが国や
韓国と他の明確な規定をもたない場合があり、また港湾管理主体以外の者の整備を明示して
いるもの、許可という形で認めるものなどがある。さらに開発・整備の財源を詳細に示して
いるわが国から明示的でない韓国までその差が大きい。また、日本、韓国は具体的内容は示
さないが技術基準を法で示している。
「インフラ整備・管理－管理」のうち管理主体およびその法的位置づけわが国のように独
立した管理主体も想定しているもの、国や地方政府が管理することとし管理主体を法の中に
明定しないものなどがある。さらに国が管理主体になるかならないかもある。このようにそ
の国の状況により多様である。次に管理主体の行う管理の内容にも国による差異が大きい。
わが国は公物である港湾施設の管理が中心であるが台湾の法律は交通管理・規制の機能が中
心となる。この機能はわが国では港湾管理ではなく海上保安行政として別の機能と考えられ
ていることによる。このため台湾の法律では港湾警察の設立を規定している。
「インフラ整備・管理－運営・経営」においてはまず料金、会計システムの規定である。
わが国は独立した管理主体も想定しているため経営の観点も含めこの規定をおくが、他の国
の場合は港湾管理主体の位置付けの違いと思われる他の国の法律には機能がふくまれていな
い。
港湾全体の民営化を想定していないためと考えられるが民営化に関する機能をいずれも含
んでいないが民間の参入を想定しておりその規制や助成・支援に関する機能を含んでいる。
ただしわが国や韓国のように特定の分野への参入について詳細な規定をおき明確な枠組みを
定めるものから韓国の港湾運営会社を含めかなり広範囲の参入を認めるものまでありその差
は大きい。
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さらに「インフラ整備・管理－特別な施設等」としてわが国では情報システム、韓国では
複合港湾物流施設や情報システムについての規定を置いている。その内容も異なっている。
「付則」は機能そのものではないが港湾の行政の実施に必要な規定を置いている。
以上のことから港湾として先進的な国・地域をとりあげてもその制度には差が大きいこと
がわかる。したがって途上国への制度制定への協力においては単純な制度の移植ではなく
4-3 に述べるように機能の分析をもとに当該国における適用を具体的につめていくことが必
要と考えられる。

4-3

港湾分野を対象とした法制度の事例の機能の分析

4-2 をふまえて法制度の機能の分析について考え方を示す。すなわち制度の機能は例とし
てとりあげたものでもその差が大きく、
かつ詳細にみると重要な差異があることがわかった。
本節においてはその考え方を示す。
表 4.3 には各法規の機能およびその内容の整理を例示する。
表 4.3

各法規の機能およびその内容の整理（例示）

表 4.3 は例示であるがこのうち機能、具体的な機能、各機能に含まれる内容についてはす
でに述べたとおりである。4-2 で述べたことをふまえ詳細な内容をさらに分類した項目、そ
の詳細な内容を整理する。この表が対象としている制度に関して検討する内容について整理
されると表 4.4 に示すように評価しその結果から制度として取り込むべき内容が明らかにな
る。これをもとに対象となっている国の制度と整合をとり法律として整えていくことになる。
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表 4.4

機能の評価（例示）
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表 4.1

機能の整理
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第５章
5-1

ガバナンスの機能

わが国における開発とガバナンス

（1）わが国における開発とガバナンスの背景と主な論点
わが国の社会資本整備は経済社会の発展に大いに貢献してきた。特に運輸交通に関する社
会資本の成長への寄与は大きい。しかしながら、
今日では様々な課題が指摘されている。
（奥
野（2008））さらにわが国の社会資本整備や関連する開発のための制度は集権的な手法が問
題で、参加、分権、コミュニティなどが課題とされ、これに対する改革がなされてきた。多
くの制度において参加が導入され、また地方分権も進められてきた。このように制度の整備
が進んできたが、実施については以下で述べるように課題が残っている。
（2）参加とガバナンス
参加についてみると、わが国では原科の第 4 段階である「意味ある応答」に入ろうとする
段階と考えられる。
（原科（2007）
）このことは評価されるが、一方で制度的には参加は義務
とされるが行政としての判断は参加による議論の結果に制約されないものとなっているこ
と、参加による議論の結果と行政が望ましいと考える結果が異なる場合の現実的な対応方法
が明確でないことなど課題が少なくない。また、実施段階での合理的判断に基づく事業の変
更、中止に対する制度が用意されていない点も課題であることが明らかになっている。この
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ことが大きな混乱を招いている。
（3）分権とガバナンス
分権の必要性は述べるまでもなく、環境の立場からは分権がガバナンスのコアであるとい
う主張がなされている。分権についても法制度の改革が進められているが、広域的な対象の
施設の整備などはその効果と不利益の範囲が異なり地域間の利害の不一致が生じるなど分権
だけでは解決できない課題がある。
（4）コミュニティと計画・ローカルルール
地区計画など範囲が限定されると同時に対象とするコミュニティに大きな影響があるもの
についてはコミュニティのイニシアティブによる計画づくりが制度化されている。また、特
区の制度化により全国一律の法制度に対してもローカルルールを適用することが制度化され
ているほか、現行制度の大枠の範囲で社会実験として制度化の試行が行われている。
（5）わが国の運輸交通に関する制度とガバナンス
以上からわが国の運輸交通に関する制度についてはガバナンスの大きな課題である参加、
分権、コミュニティの各々について法制度が改善されつつあるが実務的な経験が十分とはい
えないと同時にこれだけで解決できない課題も多い。実際の適用においては①
「草の根方式」
として参加による地域のイニシアティブを基に事業化する方式②全国的な制度や広域的な施
設などについては行政のイニシアティブと責任が必要であることから参加による議論と同時
に「パブリックコメント方式」が適用されている。また③民間の参画を拡大する「規制緩和」
が進められてきた。成果の半面安定的なサービスの供給からの課題もある。

5-2

途上国援助とガバナンス

（1）ガバナンスが重視される背景
1980 ～ 90 年代においては、冷戦終結と先進国の援助疲れにより発展途上国への援助が減
少してきた。その中で、国連や EU などを中心として普遍的な価値としての民主主義の定着、
効率的な援助の実施のためにもガバナンスが必要との認識がなされ、新たな開発戦略

とし

てガバナンス要素を中心とした経済開発、社会開発が重視されてきた。この考え方は重要で
あるが課題も少なくない。
（2）ガバナンスの対象
ガバナンス向上のためにめざすべき項目としてリベラルな民主主義の定着、法の支配の確
立、市民社会の確立、政府の信頼性の向上（政府の政策実行、説明責任・透明性、効率的な
公共部門）
、汚職・腐敗の抑制、シビリアンコントロールなどがあげられている。ただし相
互に関連していることはいうまでもない。
（3）援助実施におけるガバナンス
まず第１に援助の内容をガバナンス改革に向けることがあげられ、法制度の確立、制度・
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組織改革が取り上げられる。第２に援助の実施においてガバナンスに配慮することで日本の
援助においてはオーナーシップの確保とキャパシティビルディングを重視するが他先進国な
どにおいては先進国モデルのあてはめを行う傾向にある。
（4）ガバナンス重視援助の課題
ガバナンス重視援助の課題としては第１に政治的介入のおそれすなわち価値観の強制のお
それがあげられる。ただし日本は欧米とは少し異なる対応という指摘がある。第２に被援助
国の実情とのギャップがあげられる。すなわち適用が可能性か、実際のニーズとのギャップ
および文化の違いがあげられる。第３には基本的な政府の能力不足があげられ援助終了後も
援助によるガバナンス改革が定着するかあげられる。第４として援助国間の調整が不十分な
ことがあげられ、特に新興援助国は別の考えから援助しているとの指摘がある。

5-3

発展途上国の運輸交通に関する制度の整備におけるガバナンスの観点からの条件

（1）ガバナンスの観点からの４つの条件
筆者の考えでは、運輸交通に関する制度の整備がめざすものとは「市場経済を前提として
限られた資源と時間の中で利用者のニーズに合ったよい運輸交通サービスを提供することを
可能にする」ことである。このためにガバナンスの観点から制度の整備において考慮すべき
条件として①行政の効率性、②透明性と予見可能性、③分権、④参加があげられる。
（2）行政の効率性
現時点で良いサービス提供に必要な規制の観点からこれまでの過剰な規制の緩和や逆に欠
けている必要な規制が必要であり、必要最小限かつ可能な規制の検討を行う。また、実務的
な援助の一つの重点として執行の効率性の向上をめざし組織・人員、教育・訓練、執行プロ
セスの確立を検討する。
（3）透明性と予見可能性
汚職と腐敗が健全な市場の形成を妨げ成長のネックとなっている、特に企業の参入が阻害
されそのコストは大変大きいという調査研究結果がある。したがってこの点がガバナンスの
議論の中心である。さらに市場経済をベースとしたサービス提供を可能にするため透明性と
予見可能性が不可欠と考えられ、公開された計画・制度、公正な制度の運用が必要である。
仮に汚職や腐敗がなくても政府の裁量の範囲が大きすぎルールに則った運用がないとき市場
参加者のリスクが大きいと考えられる。
（4）分権
地域によって異なる利用者のニーズを適切に反映し、地域において意思決定ができる制度
がより適切かつ効率的と考えられることから地方分権もガバナンスの議論の中心的課題であ
る。ただし運輸交通に関する制度においては人的、財政的キャパシティの制約や国際・全国
ネットワーク、基幹インフラや技術的な基準などその対象によっては制約がある
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（5）参加
参加もガバナンスの議論の中心的課題であり、ユーザーや関連する人々のニーズを的確に
反映するための制度やその運用が必要とされる。したがって運輸交通に関連する援助におい
て施設整備などのプロジェクトにも広く取り入れられている。ただし参加においてはは利害
の調整と効率性の確保の仕組みとその運用が実務的に重要である。

5-4

発展途上国の運輸交通に関する制度の整備におけるガバナンスの観点からの課題

（1）発展途上国における課題と背景
前述のことをふまえると、発展途上国における運輸交通に関する制度の整備においてもガ
バナンスの観点から検討することが必要である。ただし、5-1 で述べたように先進国でも十
分なものではない可能性があること、5-3 で述べたようにその適用の可能性については課題
が少なくない。
発展途上国の運輸交通に関する制度の整備におけるガバナンスの観点からの課題としては
以下にのべるように①法制度全般における課題、②対象とする法制度整備における課題、③
対象とする法制度実施における課題の 3 つに整理して考える必要がある。
（2）法制度全般における課題
5-3 に示したガバナンスの観点から制度の整備において考慮すべき 4 つの条件は法制度全
般における課題であり、運輸交通に関する制度はその適用である。第 7 章に述べるように法
制度全般の整備についてはガバナンスの確立の観点から協力が行われている。ただし社会的
なニーズからは基本的な法制度の確立には時間がかかるが、その間にも運輸交通に関する
ニーズへの対応は必要であり、並行して運輸交通に関する実務的な制度を整備していく必要
がある場合が少なくない。体系的な法制度の確立の観点からは問題も残るが法制度のないま
ま実際の行政が進められると裁量的な行政となりガバナンスの確立の観点からはさらに大き
な問題である。
（3）対象とする法制度整備における課題
5-3 には 4 つの課題を示した。法制度整備について運輸交通に特に関連する項目をバス、
トラックなどの運輸交通事業を例として示すと以下のとおりとなる。
①行政の効率性：運輸事業に対する必要かつ可能な規制のための法制度
わが国においては規制の強い部門においては高いコスト／価格の問題があり、一方類似
のサービスにおいて規制が緩く低価格な部門がある場合、激しい競争が行われることがあ
る。このため安全に対する規制が不十分で重大な事故が生じたケースがある。この場合安
全に対する規制の強化から多くの事業者の退出、コスト／価格の上昇が生じている。適正
な規制ということに十分留意する必要がある。
②透明性と予見可能性：運輸事業に対する参入の基準およびプロセスなどの法制度
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特にこれらの条件が明確で公開されていることが重要である。これは適切な競争の確保
や不正の防止に不可欠と考えられる。
③分権：地域の特性に対応した運輸事業を可能にするための分権的な法制度
法そのものに分権的な内容を入れる場合、わが国の特区のような特例法を別途制定する
場合が考えられる。
④参加：ユーザーや関係者のニーズに対応するための参加のための法制度
基本的な政策形成段階から参加を取り入れることが重要とされている。
このためには制度構築への協力とともに政府職員の制度構築の能力の向上なども重要な協
力の対象となる。
（4）対象とする法制度実施における課題
（3）に法制度整備におけるガバナンスの課題を示したが実施における課題をみると以下の
ようになる。
①行政の効率性
制度を実施するための十分な専門能力政府にない場合がある。また不適切な法執行が行
われる場合も少なくない。
②透明性と予見可能性
透明性と予見可能性が制度化されていても守られていない場合は制度がないに等しく事
業者にとってリスクとコストが大きい。
③分権
分権化された地方行政機関に必要な予算、専門能力のある職員などを配置することは容
易ではない。この場合地域のニーズに適切に対応した行政は困難である。
④参加
発展途上国においては参加よりも成長優先の結果を優先しがちな場合が少なくない。制
度がつくられても機能しない場合が多い。

第6章
6-1

法制度整備におけるチェックリストの利用

既存事例の法制度整備に対する適用手法

（1）適用手法の類型
これまで発展途上国における運輸交通に関する制度の整備の支援がなされてきたがどのよ
うに成果を提示するかという議論はなされてこなかった。これまでの事例を整理すると主な
ものとして表 6.1 に示す 5 つの手法があげられる。
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表 6.1

成果の提示の手法

国際機関は

（2）適用手法の評価
表 6.1 の 5 つの手法を評価すると表 6.2 のようになる。
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への協力

表 6.2 適用方法の手法の評価

6-2

チェックリストの分類と事例

（1）チェックリストとは
チェックリストは広辞苑によれば「点検・調査事項を列挙した表。照合表」と定義されて
いる。この用語では具体的な事項が対象とされるように理解されるが、後で述べるように対
象は政策などより広いものも含むことに留意する必要がある。
（2）チェックリストの分類と事例
前章で述べたように発展途上国における運輸交通に関する制度の整備の支援においてはガ
バナンスなどの基本方針や政策と具体的な事項の両者が扱われる必要がある。ただし第 4 章
に示したように具体的な法律の中には必ずしも基本方針や政策が明示的に示されているわけ
ではないが、第 3 章に示したように基本方針や政策がベースにありそれをふまえて具体的な
法がつくられている。チェックリストにおいてもこの両者では性格、内容あるいは表示法が
異なると考えられる。表 6.3 にこの両者を比較して示すが、
基本方針や政策についてのチェッ
クリストも重要である。特に明示的に法制度案の提示、マニュアルの提示という手法では、
基本方針や政策については明示的ではなく示されたものの背景にあり、一方基本的考え方の
提示、課題・事例の提示においては基本方針や政策が明示的に示されるものの具体的な法制
度の中でどう対応するかが明示的ではない。この点表 6.3 に示す 2 つの対象のチェックリス
トを併用することにより対応できるものと考えられる。
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表 6.3

6-3

対象によるチェックリストの比較

類似対象へのチェックリストの適用事例

（1）OECD の規制改革／インフラの民営化のためのチェックリストの事例
表 6.4

OECD の規制改革のためのチェックリストの概要

OECD の民営化のインフラの民営化のチェックリストの事例
ここでは詳細は省略するが OECD は水関係インフラの民営化のためのチェックリストを
作成し て い る。
（ 運 輸 交 通 関 係は 調 べ た が 見 当 た ら な か っ た ） そ れ は ”Private Sector
Participation in Water Infrastructure OECD CHECKLIST FOR PUBLIC ACTION”とし
て公刊されているがその第 2 章はチェックリストであり表 6.5 のような目次となっている。
（OECD（2009）
）
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表 6.5

その各々に

チェックリストの項目

いくつかの基本的な考え方、水事業関係の特性、政府の考慮すべき事項およ

び既存の関係資料が示されている。このうち政府の考慮すべき事項がチェックリストの本体
である。
（2）JICA 環境ガイドラインの事例
上述のとおり JICA は環境ガイドラインを作成し、関係するプロジェクトに適用している。
このガイドラインはプロジェクト全体に共通な基本的な考え方に関するものと個別プロジェ
クトに適用されるものからなっており後者はプロジェクトの種類ごとに細目が示されてい
る。
プロジェクト全体に共通な基本的な考え方の概要は以下のとおりである。
（国際協力機構
（2010a））
「別紙 1 対象プロジェクトに求められる環境社会配慮
以下に示す考え方に基づき、プロジェクトの性質に応じた適切な環境社会配慮が行われてい
ることを原則とする。
･ 基本的事項
･ 対策の検討
･ 検討する影響のスコープ
･ 法令、基準、計画等との整合
･ 社会的合意
･ 生態系及び生物相
･ 非自発的住民移転
･ 先住民族
･ モニタリング」
なお例として社会的合意をあげると以下のように基本的考え方が示されている。
「プロジェクトは、それが計画されている国、地域において社会的に適切な方法で合意が得
られるよう十分な調整が図られていなければならない。特に、環境に与える影響が大きいと
考えられるプロジェクトについては、プロジェクト計画の代替案を検討するような早期の段
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階から、情報が公開された上で、地域住民等のステークホルダーとの十分な協議を経て、そ
の結果がプロジェクト内容に反映されていることが必要である。
」
「女性、こども、老人、貧困層、少数民族等社会的な弱者については、一般に様々な環境影
響や社会的影響を受けやすい一方で、社会における意思決定プロセスへのアクセスが弱いこ
とに留意し、適切な配慮がなされていなければならない。
」
個別プロジェクトについては以下の項目があげられており、プロジェクトの種類ごとに具
体的に項目が示されている。
「別紙 5

チェックリストにおける分類・チェック項目

1．許認可・説明
・EIA 及び環境許認可／地域住民への説明
2．汚染対策
・大気質／水質／廃棄物／土壌汚染／騒音・振動／地盤沈下／悪臭／底質
3．自然環境 ・保護区
・生態系／水象／地形・地質／跡地管理
4．社会環境 ・住民移転
・生活 ･ 生計／文化遺産／景観／ 少数民族、先住民族／労働環境（労働安全を含む）
5．その他 ・工事中の影響
・事故防止対策／モニタリング」

6-4

チェックリストの適用可能性と課題

（1）チェックリストの適用可能性とプロセス
以上の検討をふまえると、提案すべきチェックリストとして①発展途上国における運輸交
通に関する制度の基本方針や政策ならびに個別の項目に関するチェックリストの案を作成す
る、②提案されたチェックリストにより既存の当該国の法令などをチェックし、法令に必要
な項目およびその内容を抽出する、③既存の法令がない場合は当該国チェックリストをもと
に必要性、可能性を当該国側と協力を行う側とで共同で検討し法令に必要な項目およびその
内容を抽出する、④以上をもとに法令化を進める⑤以上のプロセスを通して必要な当該国政
府のキャパシティビルディングに寄与することなどがあげられる。②、③のプロセスにおい
て当該国の状況や他の法令の規定などをふまえチェックリストには含まれても法令には含ま
れない場合がある。
このために、基本方針や政策に関するチェックリスト提示のプロセスとして①先進国など
の先行事例をふまえた基本方針や政策に関するチェックリストの検討案の作成、②①をもと
に当該国に特化した運輸交通に関する政策の形成によるチェックリストの原案の作成、③②
をもとに当該国との対話により基本方針や政策コンセプトの提示のためのチェックリストの
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作成、提示である。次いで具体的な法令（あるいはそのコンセプト）のためのチェックリス
トを同様なプロセスで作成することが考えられる。
（2）提案すべきチェックリスト作成の留意点
チェックリストは個々の協力の中で作成されるものでありここでは具体的には示さないが
当該国政府のオーナーシップが確保されること、当該国政府のキャパシティビルディングに
寄与すること、
パブリックヒヤリングなど参加が確保されることなどに留意する必要がある。

第7章

相手国のイニシアティブを重視した運輸交通に関する法制度形成のため
の協力

7-1

協力と相手国のイニシアティブ

（1）想定される協力とその内容
発展途上国の運輸交通部門への協力には様々なものがあるが従来は他の部門と同様に施設
整備などが主体であった。また個別分野の具体的な技術や運営などへの協力も進められ具体
的な成果が上がっている。
しかし民営化の動きなどをふまえ公的な支援としては制度の整備のための協力などより基
礎的な分野への協力の重要さが認識されてきた。すでに述べたように Ionnis N. Kessides
（2004）に示されるように民営化が効果あるものになるためには制度の確立や競争の確保さ
らには安全の確保など政府の取り組むべきことが少なくないことが明らかになってきた。
これまで政府自らがサービスの提供などを行って時には内部の規則や指示で機能しており
必要なかった行政としての機能が求められるようになってきた。特に市場経済の中ではルー
ルを明示することが必要となってきた。
発展途上国における運輸交通に関する制度の整備のための協力として
「政策／計画の策定」
「制度／組織の形成」およびこのための「キャパシティビルディング」といった 3 分野が想
定される。政策／計画の策定に対する協力としては分野横断的なものとしては全国総合交通
など包括的な政策／都市交通マスタープランなどの計画がある。キャパシティビルディング
は基本的に政府の能力向上である。対象は政策形成／実施を対象とするものから個別具体的
な実務実施に関するものまで多様で方法も体系的な技術移転からその時々の課題に対する専
門家による助言までが想定される。
（2）これまでのこの分野における協力とその課題
金子（2008）には JICA によるこの分野における協力の過去の事例をあげているが、調査
結果と提案は示されているがその検討プロセス、特に相手国側とのやりとりが明らかでない
ことが問題である。この中で 3. で示すように相手国とのやりとりを中心としたプロセスが
着目される。（JICA/OCDI（2011）
）
（3）相手国のイニシアティブの重要性とその課題
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発展途上国に対し運輸交通分野に限らず広い範囲の法整備支援が協力がなされている。鈴
木（2012）は各国・機関の行う法整備支援を比較検討した中で相手国のイニシアティブの重
要さを示し、これが我が国の法整備支援の特徴であることを明らかにしている。同時に実際
の協力にあたっては課題もあることが示されている。この考察は制度整備全般にあてはまる
ものであり、運輸交通に関する制度整備における相手国のイニシアティブの重要性を示唆し
ているものと考えられる。

7-2

相手国のイニシアティブを重視した協力のプロセス

（1）協力のプロセスの考え方
第 6 章までの検討で運輸交通に関する法制度の整備に関する協力において既存の先進国の
制度などをベースにしたチェックリストの活用が有効という考え方を示した。またその
チェックリストとはどのようなものかも他事例をふまえて示した。さらにチェックリストは
対象国との相互のやりとりによりよく機能することを述べた。
チェックリストの内容には基本的考え方を示すもの、個別の事項に関するものがあり、前
者は重要であるとの認識があっても必ずしも法令の個々の条項に直接含まれない場合もあり
うることが想定される。
このことは相手国のイニシアティブを重視した協力のプロセスが必要であることを示して
いる。このための具体的な方法として協力の対象国の関係者との継続的なワークショップが
有効と考える。その事例としてカンボジアにおける港湾政策・行政システム構築プロジェク
トをあげる。
（JICA ／ OCDI（2011）による）
このプロジェクトにおいては一般的に設置される日本側と相手国側の関係機関による協議
組織に加えて両国の担当者によるワーキンググループおよびサブワーキンググループが設置
され前者においては共同で政策・基本的な法律案の作成を、後者においては統計を実際に作
成することを通して統計の制度づくりを行った。
上記報告書には 18 回のワーキンググループの開催が述べられているが、関係者からのヒ
ヤリングによればこのワーキンググループにおいて日本側から順次案の提示がなされ、それ
に対する相手側の実務的な指摘がなされそのやりとりにより順次法律案として具体的な作成
がなされたとのことである。作成された法律案に対して部内および関係機関との協議がなさ
れ最終的な法律案として作成され、上記報告書にその目次が示されている。
このプロセスは相手国のイニシアティブによる協力に有効と考えられるが、どのように提
示する原案を作成したか、その原案にガバナンスの確保など一般的な運輸交通の分野の動向
などを反映させたかなどについては報告書には明示されていない。
（2）協力のプロセスのモデル
以上のことから提案される運輸交通の法制度についての協力のプロセスは以下のようにな
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る。

部

図 7.1

協力のプロセスのモデル

出典：筆者作成

ただしこれらのプロセスを実施するためにはキャパシティビルディングが重要である。

第8章
8-1

結論と課題

まとめ

本研究の結果をまとめると以下のようになる。すなわち、
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1）従来の運輸交通に関する制度の整備のための調査・提案の事例をレビューしたところ
① JICA の効果的な協力の課題の検討を行い運輸交通に関する制度の整備の重要性が指
摘され、主要な項目が網羅されていること、JICA の協力における方向が示されてい
ると評価されるが、個別に適用される際の考え方や方法については示されていない、
② JICA の発展途上国の運輸交通に関する制度の改善や法的枠組みの検討においては有
益な指摘がなされているがなぜそのような指摘になるのかが明示的ではない、
③世界銀行の民営化に関するレポートは多くの民営化に関する教訓が示されており発展
途上国において民営化が機能するためには適切な規制制度が必要であるが先進国の規
制制度の直輸入では機能しないなど重要な指摘がなされている、
④筆者による過去の提案は実務の中でなされたもので法律について協力する際直輸入で
なく必要なコンテンツを伝えるために条文を機能に再整理することが重要であるとい
う指摘などについては適切な点もあるが一方で相手国と十分なすり合わせがなされて
おらずまたプロセスが明示的ではない等課題が少なくない
などが明らかになりこれらのレビュー結果が本研究の必要性を示している。
2）行政法と運輸交通に関する機能について考察した。すなわち、
①法制定のプロセスは国によって異なることは当然であるが、これを整理すると基本原
案の策定とそれを法律として制定する過程に分類される。前者においては運輸交通に
関する機能の整理が有効である。
②わが国の行政法の考え方によると機能による整理は法律の体系と概ね整合的であるこ
とが分かり機能で整理することは行政法の観点からも適切であることを示している。
3）機能面に着目した交通運輸制度の体系的な分析
①わが国の運輸交通関係の法令をもとにどのような機能があるか分析した。特に政府の
組織およびインフラ整備・管理について詳細に分析した。
②日本、韓国、中国、台湾について港湾の基本的な法律を収集し、②をふまえその機能
を分析した。共通する点もあるが国・経済により同様な名称でも重要な差異があるこ
とが明らかになった。
4）ガバナンスの機能
①基本的考え方の重要な項目に参加、分権、コミュニティなどある。わが国の社会資
本整備や関連する開発において課題が少なくない。
②途上国においてはガバナンスが大きな課題となっている。途上国援助においてはガ
バナンスが重要なトピックとなっているがガバナンス重視の援助の実効性には課題
も少なくない。
③発展途上国の運輸交通に関する制度の整備におけるガバナンスの観点からの条件と
して１. 行政の効率性、２. 透明性と予見可能性、３. 分権、４. 参加があげられる。
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4）発展途上国の運輸交通に関する制度の整備におけるガバナンスの観点からの課題につ
いて対象とする法制度整備とその実施における課題を明らかにした。
5）法制度整備におけるチェックリストの利用
①既存事例の法制度整備に対する検討手法として法制度案の提示、マニュアルの提示、
チェックリストの提示、基本的考え方の提示、課題・事例の提示が考えられるがチェッ
クリストが適切と評価される。
②チェックリストには一般的な具体的な事項を検討するものと基本方針や政策を扱う
ものがあるがこの両者を併用する必要がある。
③前者の例としては OECD の作成した事例がある。両者を併用したものには JICA の
環境ガイドラインがある。
④チェックリストにより検討を行う場合当該国側との十分な協力によるプロセスが重
要である。
6）上記の検討をふまえた相手国のイニシアティブを重視した運輸交通に関する法制度形
成のための協力の進め方を提案した。
① JICA の最新の調査の中で相手国のイニシアティブを重視し多数回のワーキンググ
ループを軸とした協力が見られ本研究の参考となった。
②協力のプロセスのモデルを作成・提案した。

8-2

結論

本研究の結論は以下のとおりである。すなわち、
1）機能面に着目した運輸交通制度の分析を行い、政府の組織、インフラ整備・管理、運
輸交通事業、運輸交通手段・機器、交通の安全／管理に大別した上で詳細にわたった
分析を行い機能面に着目することの重要性を明らかにした。
2）運輸交通に関する法制度形成のための協力には機能面についてチェックリストによる
検討が体系的で有効であることを示した。
3）協力の対象国のイニシアティブを重視した協力の進め方が適切であることを示した。
4）具体的には以下のフローに示す進め方が提案される。
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部
図 8.1

協力の進め方のフロー

出典：筆者作成

8-3

今後の課題

以上のような提案を行ったが今後の課題として以下のことがあげられる。すなわち、
1）以上は港湾の整備を事例として検討したが他の機能についても検討を行い妥当性を明
らかにすること。
2）法令についてはさらに多くの運輸交通について先進的な国・経済のものを収集し一般
化を進めること。
3）適切な事例の中でさらに検証・評価・改良を進めること

おわりに
本研究を行うにあたり協力の実務を担当された方々に多くの示唆を得た。また部分部分の
内容については日本計画行政学会で発表したがその都度有益なコメントをいただいた。ここ
に感謝を申し上げたい。
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発展途上国における運輸交通に関する法制度形成のための協力についての一考察

A Study on Cooperation for Establishment of
Laws and Regulations on Transportation Sector in
Developing Countries
KANEKO, Akira
Abstract in English
Cooperation on establishment of laws and regulations for transportation sectors in
developing countries has been increasing its importance. It is considered that cooperation
based on initiatives by the targeting country is more important instead of directly application
of that of developed countries. Following items are discussed on this study such as;
a. Review of existing studies and proposals on establishing laws and regulations on
transportation sector in developing countries,
b. Relations between administration law system and administrative function on
transpiration sector,
c. Systematic analysis on administrative function of transpiration sector,
d. Governance on transporation sector,
e. Application of a check list on establishing laws and regulations on transportation sector
in developing countries, and
f. a proposal for Development of laws and regulations based on initiatives by the targeting
country.
The conclusion of the study is as follows;
a. An analysis on administrative function of transpiration sector is carried out and five
major items are pointed out such as i. Organization of Government, ii. Infrastructure
improvement and management, iii. Transportation business administration, iv.
Administration on transportation means, and v. Transportation Safety and Traffic
management, though detail results are not shown on the abstract,
b. Study by a check list on transportation administrative functions is rational and effective,
c. A cooperation method based on initiatives by the targeting country is adequate, and
d.An actual study flow with above mentioned study results is proposed.
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