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はじめに 
本稿の目的は、公民連携（Public Private Partnership、以下「PPP」）に関し、情報理論

に基づく情報量と不確実性の関係性、経済学における情報の非対称性、契約理論を応用し、

PPP における情報の非対称性を解決する実践手法の提示を試みるものである。 

情報の非対称性とは、「経済的な取引の遂行にあたって、その取引に参加する当事者全員

に必要な情報がゆきわたらず、ごく一部の当事者だけにそれが偏在してしまうという現象」 

（佐々木, 1991: 111）である。財やサービスの品質に関して、売り手は知っているが、買い

手にはわからない、という状況は典型的な例である。 

情報の非対称性が問題となる理由は、市場の失敗を招くからである。すなわち、基本的

競争モデル 1の仮定の一つである「個人や企業は取引する商品の品質や価格に関する情報を

すべて持っている」（藪下, 2013: 73）という仮定が達成されず情報が非対称となり、契約前

であれば逆選択を、契約後であればモラル・ハザードという現象を生み出す。結果、市場

は非効率になる。 

逆選択やモラル・ハザードの問題は通常の財市場と同様に、PPP 事業においても起こり

得るものとして研究がなされている。例えば、石・大西・小林（2006）は、PFI 事業を不

完備契約ゲームとして定式化したうえで、保証金とモニタリングの両方が PFI 事業におけ
                                                   
1 企業が顧客を獲得しようと他企業と競争するためにその製品をできるだけ低い価格で提供し、かつ消費

者間にも競争があり、提示された価格を喜んで支払おうとする消費者だけがその商品を購入することがで

きるという、競争的な市場状況（藪下,2013:31）。 
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るモラル・ハザード回避には必要であると結論付けている。また、赤井（2002）は、過去

の第三セクターの失敗には、官民出資という形態や、政府との関係の強化を目的とした民

間事業者の事業参入による馴れ合い体質を起因としたモラル・ハザードや逆選択を発生さ

せる制度的な欠陥があったと指摘している。 

しかしながら、PPP における逆選択に対する先行研究は多いとはいえない。根本（2011b）

によると、「官と市民の間に民が介在するという PPP の定義から発生する宿命的な問題が

情報の非対称性（asymmetric information）である。民の能力がないにもかかわらず選択し

てしまう逆選択(adverse selection)、民が官の意図どおりに行動しないモラルハザードが発

生する可能性がある。」と指摘がなされているが、日本ではそれ以外の研究において、PPP

における情報の非対称性を体系的に論じているものは少ない。 

 

 

近年の PPP における情報 
ところが、近年、PPP における情報は注目度が高まっている。平成 25 年 6 月に政府が発

表した「日本再興戦略」には、「専ら官が担ってきた社会資本整備に、コンセッション方式

等による PPP/PFIを活用することで大胆に民間の資金や知恵を導入し、より安全で便利な、

より強靱な社会インフラを効率的に整備していく。また、世界最高水準の事業環境を整備

し、ビッグデータや公共データ等 IT を活用したイノベーションを起こす。」とあり、公共

データ利活用 2の重要性が説かれ、その方針は「未来投資戦略 2017」にも承継されている。 

また、平成 28 年 12 月には、国や地方公共団体、企業が保有するデータの有効活用を目

指す「官民データ活用推進基本法」が施行され、国は首相を議長とする「官民データ活用

推進戦略会議」を設置し、基本計画や重要施策を打ち出している。そして、都道府県にも

基本計画を作るよう義務付けて、市町村には努力義務を課した。 

このように、官と民が連携して社会的な課題を解決することや、新たなイノベーション

を起こすためには、行政が持つ情報の重要性が増している。官は持ち得る情報を積極的に

公開し、民間はその情報を所与として意思決定を行い、様々な財・サービスを提供し利潤

を最大化することが期待されている。 

そこで本稿では、PPP における情報とは何かを再考し、情報の非対称性が PPP にどのよ

うな影響を与え、それを回避する実践手法を、経済学の観点から提示する。なお、本稿に

おける PPP とは、「PPP 事業における官民対話・事業者選定プロセスに関する運用ガイド」3

に準じ、図表 1 に記載する PPP 事業を対象とする。 

 

 

 
                                                   
2 公共データ利活用とは、地方自治体が自ら保有する住民情報、防災情報、公共施設情報、地図情報、観

光情報、各種統計等を組み合わせて分野横断的に利活用することを指す。（総務省,2017:70） 
3 内閣府・総務省・国土交通省（2016） 
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図表 1 本稿における PPP の対象 

対象事業 想定される PPP 手法 

民間事業者が公共施設等の整備を

担うもの 

BT 方式等 

民間事業者が公共施設等の運営を

担うもの 

指定管理者制度、包括的民間委託制度、公共施設等運営権方式 等 

民間事業者が公共施設等の整備・ 

運営を担うもの 

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、

その他の PFI 事業（BOT 方式、BTO 方式、BOO 方式、DBO 方式、

RO 方式）、リース方式等 

民間事業者が公的不動産を活用し

た事業を提案して実施するもの 

定期借地権方式、公共空間の活用（占用許可等）、等価交換方式、

特定建築者制度を活用した再開発事業等 

（出典）PPP 事業における官民対話・事業者選定プロセスに関する運用ガイド 

 

 

第１章 PPP と情報 
第１節 情報の定義 
まず、議論に先立ち、「情報」を定義することから始める。「情報」という言葉は、様々

な場面で様々な人が使い、その意味も異なることが多い。これは、学術領域においても同

様である。例えば、クロード・シャノンに代表される情報理論は、情報の伝達の問題を扱

う工学的理論だが、「情報」は、ある体系の不確実性の量を減らす働きをするものとされて

いる。他方、経営学においては、意思決定に関連して情報が定義されることや経営資源の

ひとつとして位置づけられることがある。また、経済学では、「市場構造や社会の希少資源

を効率的に用いるための市場の能力に影響を及ぼすことができる意思決定の基礎となるも

の」（スティグリッツ・ウォルシュ, 2012:515）とされている。 

これ以上の情報そのものに関する定義や議論は他文献 4に譲るものとするが、ここでは、

情報が PPP のリスクとリターンを設計する重要な要素であり、官民双方の意思決定主体の

行為を左右することから、「情報とは、意思決定における不確実性を減らすもの」と定義す

ることとする。 

 

                                                   
4 野口（1974）、田中（2004）等に詳しい。 
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第２節 情報の特徴 
 （１） 情報の量的特徴 

次に、量と質の両面から情報の特徴を整理する。量的側面については、シャノンが定量

的アプローチを行っており、情報量Ｉ（単位はビット）は不確実性の大きさをｕ、とした

とき、 

Ｉ＝𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙２（
１

ｕ
） 

という定義式を導いている。この定義式にもとづき、情報量Ｉが 1 ビットから始まって、 

2 ビット、3 ビットと 1 ビットずつ増えていくとき、どのようなｕが対応するかを見てみる

と、図表 2 にあるような関係が成り立つことが分かる。 

 

なお、グラフで示すと、図表 3 log₂(１
𝑢𝑢

) のグラフになる。 

 

 

 

以上より、情報の量的側面から、情報と不確実性の間には、情報量を一単位増やすと、

不確実性が半分になるということが導出される。換言すれば、情報は多ければ多いほど不

確実性を減少させることができるといえる。 

 

 

Ｉ Ｕ 

１ 
１

２
 

２ １

４
＝（

１

２
）

２

 

３ １

８
＝（

１

２
）

３

 

４ １

１６
＝（

１

２
）

４

 

… … 

ｋ �
１

２
�
ｋ

 

 

図表 3 log₂(１
𝒖𝒖

) のグラフ 図表 2 Ｉと u の関係 
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 （２） 情報の質的特徴 
続いて、情報の質的側面を考察する。一般的に、情報には価値があり、情報は財として

の性質を持つ。そこで、まず通常の情報財の特徴を以下の 6 つの観点から整理する。 

① 費用逓減 

情報は、複製が可能であり、社会全体としては社会的限界費用がゼロで無限に利用者

を増加させることができる。すなわち、情報の利用に関する社会的限界費用（SMC）

はゼロである 5。 

② 不可逆性 

情報の取引が生じた後では、もはや取引前の状態に戻すことができないため、情報の

取引は不可逆である。 

③ 外部性 

ある主体にとっての情報の価値は、他者の情報保有量に影響される等、外部性を有す

る。例えば、新技術を一企業が独占することができれば多額の利潤を生み出すことが

できるが、他の企業もその技術を利用できるようになれば、独占的利潤は消滅する。 

④ 不確実性 

情報財の内容が購入に値するかどうかについての情報は、情報財そのものの内容であ

るため、入手するまでわからない。 

⑤ 情報の価格 

情報の価格は、市場で決定され、その金額にもとづき取引がなされる。不確実性を有

するが、その価値を期待した価格として決定される。 

⑥ 情報の受益者 

通常の情報財においては、情報の買い手が情報の受益者となる。例えば、新聞や音楽

CD においては、その購入者がその情報の便益を得ることになる（図表 4）。そして、

情報財の量や質における効用が低ければ、財を追加的に購入するという行動を選択す

る。 

 

 

 

                                                   
5 この性質から情報は非競合財であるとされる。（八田,2008:366）、（藪下,2013:81） 

図表 4 通常の情報財の取引 

情報の生産者 

売り手 買い手 

情報の消費者＝受益者 

販売 

対価 

（出典）筆者作成 
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以上のように、費用逓減、外部性、不確実性の性質から、情報は公共財としての性質を

備え、その市場はミクロ経済学における「市場の失敗」の要素を備えていることが分かる。

したがって、通常の競争市場とは違い、市場の効率性を望むことは難しい。 

 

 

第３節 PPP における情報 
 （１） PPP における情報の取引 

 PPP は、長期に渡る事業が多く、通常の情報財にみられる短期的な取引とは異なり、民

間事業者選定前から事業実施を経た事業満了まで、長期的かつ膨大な情報の取引が発生す

ることになる。そこで、PPP における情報について論を進めるに先立ち、まず、PPP の情

報の取引場面を、民間事業者選定前 6と選定後に分けて考察する 7。 

民間事業者選定前では、民間は事業に応募するかどうかの意思決定のための情報、すな

わち収益性に影響がある情報に関心が高い。他方、行政は、取引の相手方である事業者と

して適正かどうかを判断する情報、すなわち有資格や実績、資金調達計画の実行性、事業

履行の実現可能性等に関心が高く、これらの情報の取引が発生する。この段階で情報が非

対称になれば、「逆選択」を招くことに繋がり得るが、実務上は、各地方公共団体の要綱と

して定式化された事業者選定プロセスで進められることが一般的である。そのため、その

過程で情報の取引が行われているという意識は希薄である可能性がある。 

民間事業者選定後においては、選定プロセスで提案されたことや契約書に記載されたこ

とが履行されているかが焦点となる。この段階では、建設工事を伴う場合には材料や施工

方法、運営が伴う場合であればサービスの質、あるいは事業者の財務状況報告等が主要な

情報である。この段階での情報の非対称は、「モラル・ハザード」を引き起こす。対応とし

ては、各事業の契約で、モニタリングの内容と方法が定義され、実施されることが一般的

である。 

このように、民間事業者選定前後で取引される情報の内容は変わるが、PPP 事業を進め

る際に膨大な情報が扱われることが確認できる。以降の議論では、PPP 事業で具体的に必

要となる（あるいは取引される）情報を、必ずしも網羅的ではないが、次のように仮定す

る。 

 

 

                                                   
6 一般的に、PPP における事業者選定は、事前に仕様を確定することが可能だが競争参加者の提示する技

術等により、調達価格の差異に比して、事業の成果に相当程度の差異が生ずることが期待できる業務には

「総合評価落札方式」が選択され、内容が技術的に高度な業務又は専門的な技術が要求される業務であっ

て、提出された技術提案に基づいて仕様を作成する方が優れた成果を期待できるものについては「公募型

プロポーザル」が選択され、事業者が選定される。 
7 ここでは、事業者あるいは優先交渉権者に選定されると、協議が整い次第随意契約となることから、PPP
における事業者選定と契約理論における契約が、同等程度の重要性を持つ行為であると擬制する。 
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図表 5 PPP 事業に関連する情報の例 

民
間
事
業
者
選
定
前 

行政の経営に関する事項 
 財政状況 

 事業の政治的な位置づけ 

対象公共施設等に関する事項 

 立地情報 

 利用状況（利用の将来見通しを含む） 

 財務状況、予算状況 

 修繕履歴、図面 

事業検討に関する事項 

 民間事業者の募集及び選定に関する事項 

 事前検討段階（基本構想・計画）の経緯 

 Value For Money（以下「VFM」）算定根拠 

 官民のリスク分担のあり方 

その他の事項 

 不動産価格 

 地元対策を要する問題等の情報提供 

 関係法令 

 事業者の実績、与信 

民
間
事
業
者
選
定
後 

事業の実施に関する事項 

 要求性能確認報告書（設計時、建設時） 

 業務仕様書 

 業務日誌及び業務報告書 

 サービス受益者への満足度調査 

 監査済みの財務諸表 

 完成図書、施設の安全性に対する資料 

（出典）日本経済団体連合会（2014）、国土交通省（2008）にもとづき筆者作成 

 

 （２） 通常の情報財との比較 
これらの情報を想定し、前掲の 6 つの観点から通常の情報財と比較を行う。費用逓減、

不可逆性、外部性、不確実性については、通常の情報財と同じ性質を持つが、情報の価格

と、情報の受益者に関しては様相が異なる。 

情報の価格 
PPP における情報は、原則、市場での取引は発生せず、価格は設定されない。実際には、

行政による公表や、要求のあった市民や民間に対し、情報公開の手続きを経て公開、ある

いは実際の事業の入札や公募があった場合、その参考資料として公表される。 

情報の受益者 
PPP においては、情報の受益者の概念が多少複雑化する。なぜならば、独立採算型とサ

ービス購入型の場合で、情報の受益者が変わるからである。独立採算型の場合は通常の情

報財の取引と類似する。つまり、事業の基礎的情報を行政が提供し 8、それにもとづいた意

                                                   
8 基礎的情報以外での必要な情報については、民間がコストをかけて独自に情報を収集することになる。 
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思決定のもと、事業を実施する（図表 6）。すなわち、情報の消費者である民間が受益者と

なる。その結果、情報の正否や多寡のリスクは民間が負担する。 

他方、サービス購入型の PPP 事業の場合、必要な情報は発注者である行政が提供するた

め、情報の生産者である行政が受益者となる（図表 7）。この状況において、情報の正否や

多寡のリスクは行政が負担する。つまり、行政が提供した情報にもとづき民間がサービス

を提供することになるため、その情報が事業の成功に大きく影響することになる。 

以上から一般的な情報財と、PPP における情報の比較は、図表 8 のように整理できる。 

 

 

 

図表 8 情報財の比較 
 一般的な情報財 PPP における情報 

費用逓減 SMC＝０ SMC＝０ 

不可逆性 あり あり 

外部性 あり あり 

不確実性 あり あり 

価格 市場で決定 設定されない 

受益者 消費者＝受益者 独立採算型  ：消費者＝受益者 

サービス購入型：生産者＝受益者 

（出典）筆者作成 

 

この比較から PPP における情報の特徴は、行政が情報の生産者で、価格は設定されず、

サービス購入型の場合は情報の生産者たる行政が財・サービスの受益者となる点といえる。

つまり、情報は行政側からの提供があれば入手することができるが、提供が無ければ入手

することができないことを意味し、PPP に関する情報はいわば行政の独占状態にある。 

さらに、情報の受益者が行政となることから、正確な情報を不足なき量で提供できるか

図表 6 独立採算型の場合の情報取引 図表 7 サービス購入型の場合の情報取引 

行政 

情報の生産者 

民間 

情報の消費者 

＝受益者 

PPP 事業収益 

情報提供 

PPP 事業 
行政 

情報の生産者 

＝受益者 

民間 

情報の消費者 

情報提供 

PPP 事業 

サービス購入料 

（出典）筆者作成 （出典）筆者作成 
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が、PPP 事業の成否を分けることも推察される。それゆえ、SMC がゼロであることからも、

負の外部性があまりに大きくなるような特殊な要因でもない限り、持ち得る情報は開示す

ることが発注者である行政側には求められる。 

 

第４節 小括 
第一章では、「情報とは、意思決定における不確実性を減らすもの」と定義し、情報理論

に基づき、情報が多ければ多いほど不確実性を減少させることを確認した。そして、通常

の情報財と PPP における情報を比較することで、PPP に関する情報は行政の独占状態にあ

り、情報を生産する行政自身が情報の受益者になる場合があることが明らかになった。 

これが示唆することは、PPP を進めるにあたり、行政は自身が持つ情報をできるだけ多

く民間に提供し、民間は可能な限り情報を引き出す双方の努力が事業の成功の鍵を握ると

いうことである。ところが、実際の PPP 事業では、行政と民間の両者が、必ずしも互いに

協力的に行動し、それぞれ効用最大化の実現に向けた意思疎通が図られていない場合の方

が多い。そこで次章以降では、これらがどのような問題を引き起こし、その問題をいかに

解決するかを具体的な実践手法を考察する。 

 

第２章 PPP におけるモラル・ハザードと解決策 
第１節 モラル・ハザードとは 

モラル・ハザードとは、もともと保険業界で使われた概念で、「保険金を直接間接に受給

するものが、保険金支出の可能性を下げる努力を怠る結果、保険金の支払いが増大するこ

と」 （八田, 2008:337）とされるが、より一般化すれば、取引相手の行動が監視できず情

報の非対称が発生し、規範が緩むことである。このモラル・ハザードは、エージェンシー

問題と情報の非対称性が同時にある場合に起こる。 

エージェンシー問題とは、仕事を頼む依頼人（プリンシパル）が仕事を引き受ける代理

人（エージェント）の関係において、利害が一致しない場合に代理人が依頼人の望んだ行

動をとらないことをいう。もちろん、依頼人が代理人の行動を観察できる場合は、情報は

非対称ではないため、エージェンシー問題は起こらない。しかし、代理人の行動が依頼人

に観察できず、代理人は自分の利害だけを考慮し依頼人の利害を無視することでモラル・

ハザードが発生する。エージェンシー問題と情報の非対称性の二つの要因からなるモラ

ル・ハザードを解消するには、モニタリングとインセンティブ契約の二つの方法が考えら

える。 

 

第２節 通常のモラル・ハザードへの対応策 
 （１） モニタリング 

モニタリングは、依頼人が代理人の行動を監視することで、情報の非対称性を解消する

方法である。具体的には、依頼人は代理人が定められたとおり行動していなければ報酬を
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払わない、あるいは罰金を科すというようなことが考えられる。ただし、モニタリングが

安価にできれば良い解決策だが、現実的にはモニタリングは容易ではない場合が多い。 

 （２） インセンティブ契約 
インセンティブ契約は、ある指標に報酬を連動させ、利害の不一致から起こるエージェ

ンシー問題を解消する方法である。これは、前述のモニタリングが可能でない場合に、モ

ラル・ハザードの基本的な解決方法となる 9。具体的には、代理人の行動がもたらす結果や

成果についての指標と報酬を連動させることで、契約が依頼人の望むように行動するイン

センティブを作りだすことになる。例えば、弁護士の成功報酬や、販売した数量や制約し

た件数で報酬が変動する歩合制、経営におけるストックオプション等がある。 

 

第３節 PPP におけるモラル・ハザード 
 PPP は行政が発注者で民間が受託者となるため、両者の間にはプリンシパル・エージェ

ンシー関係が存在している。では、エージェンシー問題と情報の非対称性の二つの要因か

らなるモラル・ハザードが、PPP においてどのような形で露見するのであろうか。ここで

は、モラル・ハザードに陥った「スポパーク松森」と、モラル・ハザードを回避する仕組

みを実践している「美祢社会復帰促進センター整備・運営事業」の具体的な事例で考察し

たい。 

 

松森工場関連市民利用施設整備事業（スポパーク松森） 
松森工場関連市民利用施設整備事業は仙台市発注の事業で、松森工場のごみの焼却に伴

って発生する余熱を有効利用した施設を整備するとともに、スポーツ等を通じて健康を増

進させる活動ができる施設や、ビオトープ等の緑地空間の整備を行うことにより、市民に

健康増進と交流機能の場を提供する BOT 方式の PFI 事業である。事業期間は、平成 15 年

12 月から平成 32 年 3 月までの 17 年間である。ところが、開業後 1 か月半が経った平成

17 年 8 月 16 日（火）午前 11 時 46 分頃、宮城県沖を震源とするマグニチュード 7.2（暫定

値）の地震が発生し、施設の天井が落下する被害が発生 10。35 名の負傷者を出した。 

 この天井落下事故は、振れ止めが共通仕様書等と不適合であった施工面と、ホタテ貝状

の不整形な天井においての耐震に対する不十分な検討があったデザイン面に要因がある。

特に、振れ止めの施工面については、仙台市が作成した PFI 事業の要求水準書では、国土

交通省及び宮城県土木部の仕様書、そして施工者が作成し振れ止めの概略図が添付され内

装工事施工計画書にもとづいて施工されるべきものであった。それにも関わらず、国土交

                                                   
9 現実の解決策では、モニタリングの費用と、インセンティブ契約のデメリットを比較してより効率の良

い方を採用することになる。ただし、インセンティブ契約は、高い水準の努力を引き出すために強いイン

センティブが必要になるのと同時に、代理人に高いリスクを課すことになるため、代理人に過大なリスク

を負わせていないかや、努力と成功確率の関係等、リスクとリターンの適正な制度設計が求められる。 
10 天井落下に関し、国土交通省が「スポパーク松森における天井落下事故調査報告」を、仙台市が外部有

識者を中心とする「PFI 方式による公共サービスの安全性確保に関する検討委員会」を設置し、PFI 事業に

おけるサービスの「安全性」に関するリスク管理について報告がなされている。 
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通省（2005:17-18）によれば、「現場調査においては斜めの振れ止めを確認することは出来

ず、施工計画書において斜めの振れ止めが要求されていたにもかかわらず求められていた

仕様どおりの施工が行われていなかった。また、工事監理においても、斜めの振れ止めが

設置されているかどうかチェックしておらず、建築士の工事監理が適切に行われなかった

ものと考えられる。」と指摘されている。つまり、設計、監理、施工等に携わる企業間で相

手の行動が監視できず、規範が緩みモラル・ハザードが顕在化し、それを防ぐ制度設計が

できていなかった事例である 11。 

 

美祢社会復帰促進センター整備・運営事業 
日本における刑務所 PFI 第 1 号案件である美祢社会復帰促進センター整備・運営事業は、

山口県美祢市に新設する刑務所（男女初犯受刑者 1,000 名収容）の設計・建設・維持管理・

運営の一部を行う事業で、法務省が発注者であり、国案件で初めて BOT 方式を採用した事

業である。なお、事業期間は 20 年である。警備、給食、リネン、清掃、教育、医療支援業

務などの広範な運営業務を民間に委託する事業として注目された。加えて、本事業の特筆

すべき点として、サービス水準維持への強い経済的動機付けを図るため、運営状況でサー

ビス購入料が増減する「ユニタリーペイメント」が導入されていることが挙げられる。 

本事業でのユニタリーペイメントは、モニタリングの結果、事業者の提供するサービス

が要求水準等の内容を満たしていないと判断された場合に、事業者に対して支払う PFI 事

業費を減額するという形で導入されている。具体的には、「事業者の債務不履行による違約

金」と、「事業者の債務不履行による罰則点の蓄積に基づく減額」がある。 

 前者については、逃走事故や暴動事故の発生で「3%×毎年度の PFI 事業費」の違約金を

事業者が支払う等、後者については建築物保守管理業務・建築設備運転監視業務・修繕業

務（大規模修繕を含む）や、収容関連サービスや警備等の運営業務で、四半期ごとに累積

状況に応じ計算した金額が PFI 事業費から相殺されて支払われること等が定められている。 

このように、特に BOT については、サービス水準維持への強い動機付けを図るため、イ

ンセンティブをコントロールするプロジェクトの契約と制度設計が有効な場合がある。 

二つの事例から得られる示唆は、一般化すれば、通常のモラル・ハザードへの対策と同

様に、モニタリングとインセンティブ契約が有効ということである。 

 

第４節 PPP におけるモラル・ハザードの解決策 
 （１） モニタリング 

実務上、PPP におけるモニタリングに関しては、平成 15 年 6 月に内閣府民間資金等活用

事業推進委員会が「モニタリングに関するガイドライン」を、平成 20 年 3 月に国土交通省

総合政策局政策課が「国土交通省所管事業への PFI 活用に関する発注担当者向け参考書」

をそれぞれ公表している。特に後者は、実施方針策定及び公表段階から事業の終了段階ま

                                                   
11
前提として、民間の主体性を求める PFI の趣旨から、行政の過度な関与は避けなければならない。 
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で、モニタリングの実施フローが明確に定義されており、このフローに則れば、一般的な

契約後の情報の非対称性は解消が可能である。 

ただし、ここに明示されたフローは、モニタリングコストへの言及が薄い点に留意する

必要がある。モニタリングを行うことで情報の非対称性は解消されるが、発注者、受託者

双方にモニタリングコストが発生し、その費用は決して安くはない。すなわち、モニタリ

ングによる情報の非対称性解消とコストはトレードオフであり、結果的に VFM が低下する

ことになる。そのため、事業実施段階においては、各段階の各項目をどの水準で実施する

のか、そして IT 等の技術を用いることでモニタリングコストを下げることはできないか等、

個々の事業の特徴に配慮しながら検討する必要がある。 

 （２） インセンティブ契約  
他方、インセンティブ契約 12は、すでに多くの PPP 事業で導入されている。例えば、以

下のような種類が考えられる。 

 

図表 10 PPP 事業におけるインセンティブの種類 
インセンティブの種類 具体例 

業績連動型  利用者満足度向上や利用者数増加に対し、サービス購入料の上乗せ 

 利用者数に応じて報奨金の支払い 

 目標値を達成した場合の成功報酬の支払い 

 利用料金制の採用による増収益を受領可 

トーナメント型
13  類似の事業で指標を競わせ、順位に応じた報酬を付与 

費用削減型  費用削減の効果を受託者に帰属化 

 省エネによる費用削減を金銭化し報奨金の支払い 

その他  随意契約による事業の延長 

 法人税等の税金の優遇措置 

 自主事業実施条件の緩和 

（出典）筆者作成 

 

 これ以外にも、CO2 排出削減や自動車排ガス対策に報酬を支払う等、インセンティブの

種類は数多くあり、契約する際には導入を検討すべき事項となる。ただし、モニタリング

と同様、画一的な制度設計であってはならない。PPP 事業は、各行政・各地域の実情に応

じたオーダーメイドの視点を持ち、事業の実施手順・方法を個別に検討し工夫することが

重要である点を肝に銘じるべきである。 

 
                                                   
12 ここでのインセンティブ契約は事業開始後のインセンティブを指し、民間提案制度のような事業契約前

のものとは区別する。民間提案制度に関する考察は、藏田（2011）、加藤（2012）を参照されたい。 
13 複数の代理人が同じ業務を請け負うときに、報酬を、順位を用いて決めること利点として、導入が簡単

なこと、評価が相対評価であること、が挙げられる。 
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第５節 小括 
本章では、事例を通じモラル・ハザードがどのような形で発生するのか、そして解決策

であるモニタリングとインセンティブ契約をどのように PPP に応用すれば良いかを考察し

た。結果、その二つの解決策をコストと効果の両面から個別の事業に対して最適化し、制

度設計を行うことがモラル・ハザードを防ぐことに繋がるという結論を得た。 

ただし、PPP においてインセンティブ契約を導入する際には、以下の二点に留意が必要

である。第一に、インセンティブ契約の達成に、民間側の手段の自由度が担保されている

ことである。なぜならば、PPP の本質は、民間の創意工夫等を活用し、財政資金の効率的

使用や行政の効率化等を図るものであり、その実現には行政側の関与が高くなりすぎては

効率性を実現できないからである。確かに事業を設計し、募集要項を作成するのは行政で

ある。しかし、事業目的の設定の範囲を超え、手段の自由度が低いインセンティブ契約で

は民間は創意工夫を発揮できない。そのためには、行政と民間が事業にしっかりと向き合

い、事業設計の段階から協力的に行動することが肝要である。 

第二に、努力するときとしないときの報酬の差が適切か、努力するときとしないときで

確率の差はどれほど影響があるのか、といった点を考慮することである。民間の努力のコ

ストが高すぎる場合や、成功する確率が低ければ、より強いインセンティブが必要になる。

これらを総合的に検討した制度設計とすることで、リスクを軽減した適切なインセンティ

ブ契約の締結が可能となり、モラル・ハザードへの対応策として有効に機能するのである。 

 

第３章 PPP における逆選択と解決策 
第１節 逆選択とは 
逆選択とは、取引の前から情報の非対称性がある場合に、「買い手か売り手の一方が、市

場で取引されている財の性質を知らないために市場に入ってこなくなり、その結果市場が

成立しなくなったり、市場が縮小したりする」（八田, 2008:319）現象である。モラル・ハ

ザードが取引後に情報の非対称性が発生する問題であるのに対し、逆選択は取引前に情報

の非対称性があるために起こる問題である。 

逆選択に関する議論は、買い手の情報が不足している場合に起こる現象として議論され

る場合が多いが、理論上、買い手が情報不足の場合だけではなく、売り手の情報不足によ

る逆選択も起こり得る。そこで、本稿では情報の買い手と売り手に場合分けし議論を進め

る。 

 （１） 買い手が情報不足の場合 
まず、買い手が財に関する情報不足の場合を考える。具体的には、取引している商品の

性質を売り手はよく知っているが、買い手にはよくわからない場合である。この場合、売

り手が高い費用をかけて財の質を向上させても、買い手はそれを確かめる術がないため、

低い価格での取引がなされる。すると、売り手は財の質を向上させるインセンティブをも

たないため、質の良い財は提供されず、質の悪い財が流通し、質の悪い財でも構わないと



14 
 

いう買い手が市場で取引することになる。結果、質の悪い財のみ市場で取引が成立し、質

の良い財の市場がなくなり、情報の非対称性によって市場が収縮する。代表的な例に、中

古車市場がある。 

 （２） 売り手が情報不足の場合 
他方、取引している商品の性質を買い手はよく知っているが、売り手にはよくわからな

い場合も当然に起こり得る。例えば、保険会社が保険購入者の危険度をあまりわからない

まま保険を販売するような場合である。この場合、危険度の低い集団向けに売り出した低

い保険料の保険を、危険度の高い集団が購入することを防ぐことができず、結果、売り手

側がリスクをとることで保険料が上がり、危険度の低い買い手へ安く財を供給することが

できなくなる。これにより、市場での資源配分が非効率になる。 

 

第２節 通常の逆選択における解決策 
 （１） スクリーニング 

このような情報の非対称性による逆選択を解消するには、取引の相手方のみ知っている

情報を、知らない側に伝達できれば良く、情報を伝達するには、二つの方法がある。ひと

つは、「情報を持っていない側」が情報を引き出す方法で、スクリーニングと呼ばれる。も

うひとつは、「情報を持っている側」が情報を伝える方法で、シグナリングと呼ばれる。 

具体的なスクリーニングの方法は、情報を持っていない側が情報を持っている側に、い

くつかの選択肢を提示してそこから選ばせる方法である 14。これは、情報を持っている側

は、持っている情報の違いにより行動が異なることに着目したもので、相手の持っている

情報ごとに異なる行動をとらせ、自分の望んだ方向に相手の行動を誘導することが目的で

ある。 

スクリーニングで重要な点は、選択肢を設計する際に、自己選択にインセンティブを持

たせることである。つまり、情報を持っていない側が、情報を持っている側にとって望ま

しいと感じる選択肢を選ばせるような提案を行わなければならない 15。 

 （２） シグナリング 
 シグナリングは、情報を持っている側が自分の行動を通じて、相手に情報を伝えようと

工夫することである 16。中古車市場において質の良い中古車を持っている人のように、情

報を持っている側が「情報の非対称性がない方が良い」と考えている場合に有効な方法で

ある。 

 ただし、シグナリングは、発信した情報を信じてもらえない可能性がある。そこで、シ

グナルを信じてもらうために、情報を持っている側が、費用をかけてなんらかの行動をと

る場合がある。例えば、労働者が自らの生産性の高さを示すため学歴や資格を取得・提示

                                                   
14 神戸（2004:229） 
15
例えば、電気・ガス等の公共料金や鉄道、高速道路、携帯電話のような料金プランのように、量に応じて

単位当たりの価格を変えるような取引に導入されている。 
16 神戸（2004:251） 
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すること、銀行やデパートが立派な施設外観を有することで長期に営業を続ける意図や将

来にわたって安定したサービスを提供することを示すこと等である。つまり、経済主体が

利潤最大化のため合理的な行動をとる前提に立てば、費用をかけてでも自らの情報を信じ

てもらえれば得をする場合、その行動を相手方は信じるのである。 

 

第３節 PPP における逆選択 
 （１） 買い手（行政）の情報不足による逆選択 

PPP における事業の成功のためには、逆選択を起こしてはならない。なぜならば、民間

の能力がないにも関わらず事業者として選択してしまうと、事業で期待していた効果が得

られないばかりか、場合によっては事業を継続できなくなるからである。そのため、いく

らモラル・ハザードを回避するモニタリングとインセンティブ契約を用意しても、能力の

無い事業者を選択しては本末転倒となる。では実際に、PPP においてどのように逆選択が

発生するのか。具体的な事例で考察したい。 

 

福岡市臨海工場余熱利用施設整備事業（タラソ福岡） 
福岡市初の PFI 事業であるタラソ福岡事業は、市のごみ焼却処理施設「臨海工場」の整

備の後、ごみ焼却に伴って発生する熱エネルギーによる発電によって得られる電力を有効

に活用し、「福岡市臨海工場余熱利用施設」を整備し、その後 15 年間、施設を運営・維持

管理する BOT 方式の PFI 事業である。タラソ福岡事業は福岡市が平成 12 年 3 月に実施方

針を作成し、平成 13 年 2 月に事業者との契約を締結したものの、事業主体である株式会社

タラソ福岡が経営状況の悪化を理由に会社の倒産手続きの申立を行うことを決定。同社が

運営する臨海工場余熱利用施設「タラソ福岡」は平成 16年 11月 30日をもって閉鎖された。 

タラソ福岡の事業が中断に至った理由として複数の要因が検証されているが、その一つ

に事業者選定プロセスにおいて、情報の非対称性による逆選択を招いてしまったことが挙

げられる。そのプロセスは、福岡市 PFI 事業推進委員会の報告資料に記載がある。 

二次審査では、事業の安定性を検討したうえで、最も低いサービス提供

料を提案した事業者を選定することと決められていた。大木建設グルー

プからの提案額（11.9億円）は、もう一方の民間事業者からの提案額（16.9 

億円）よりも低く、福岡市の設定した上限額（17 億円）から大きく乖離

していたが、福岡市は、提案額の下限を設定しておらず、同グループの

提案する事業の安定性が確認されれば、同グループを優先交渉者として

選定することとなった。 

事業の安定性を不安視した事務局は、需要予測を確認するため、審査委

員長とともに需要予測の根拠について聴取を行ったが、同グループは「利

用者数見込みは適切だ」と主張し、結局、双方の見解は平行線のままで
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あった。同グループの構成員は運営を担当するフィットネス業者だけで

なく、フィットネスを事業展開している商社も含まれており、事務局は

彼らの主張には一定の正当性が見受けられると考え、その主張を覆すこ

とは困難であると判断した。但し、利用者数及び売上が見込みを下回る

リスクへの具体的対応策までは十分には聞き取りが行われなかった。ま

た、この段階でも福岡市が行った事業可能性調査の結果との比較は行わ

れなかった。（福岡市ＰＦＩ事業推進委員会,2005:7） 

 

以上から、提案審査の段階において、民間事業者のリスク処理能力を客観的に審査する

仕組みに不備があったといえる。すなわち、事前に事業遂行能力の有無に関する情報が不

足し、財・サービスにおける低い価格を提示した事業者を選定してしまった結果、事業中

断へ傾いたと指摘できよう 17。 

 

 （２） 売り手（民間）の情報不足による逆選択 
一方、売り手すなわち民間側で情報が不足すると、事業リスクを精査できず、民間がリ

スクを過剰にとることでコストが上昇し、事業において適正な価格の財・サービスを供給

することができなくなる、というようなことが発生する。 

例えば、RO 型のリノベーションを PFI 事業で行うような場合、過去の建物の修繕履歴や

設備更新結果が不明で、事業遂行上の予備的経費を多く積算してしまうことで、VFM が低

下することが考えられる。一般化すれば、行政側が提示する PPP 事業の実施要綱の条件規

定が甘く、事業者がリスクを適正にコスト換算できないようなケースである。結果として、

コストが合わず参加事業者がゼロになってしまうことや、独立採算事業では需要予測が不

正確で事業が破綻、あるいは民間が過剰な利益を得るといったことに繋がり得る。 

この起こり得る民間の情報不足を実際に解消し、RO 型の事業を成功させた事例として、

東京都の「多摩地域ユース･プラザ（仮称）整備等事業」や岡山県の「新総合福祉・ボラン

ティア・NPO 会館（仮称）等整備事業」がある。前者の事業の担当者は、事業の課題と解

決策について「既存施設の劣化状況に関する民間事業者への情報開示について特に注意が

必要でした。具体的には、既存施設の建物・設備等に関する情報として、施設の図面一式、

過去の施設補修・改修の履歴、加えて施設の適正評価情報（デューディリジェンス情報）

として、当時、既に判明していた施設の不具合箇所を記載した図面と個々の不具合箇所の

写真を一式、入札公告の際に都庁舎にて民間事業者へ配布しました。」と述べている 18。 

また、後者の事業においても担当者は「行政として注意が必要な点は、既存施設の状況

を事前に行政がしっかりと把握することであると考えます。例えば、施設の劣化診断や周

                                                   
17 当然他グループが優先交渉権を得ていたとしても他の要因から事業の確実性が保証される訳ではない。 
18 内閣府 HP http://www8.cao.go.jp/pfi/pfi_jouhou/tebiki/jirei/jirei01_01.html(最終検索日:2018 年 1 月 6 日) 



17 
 

辺地盤のボーリング調査等を確実に実施することが必要」と PFI 事業を振り返っている 19。 

 

第４節 PPP における逆選択の解決策 
ここまで事例を通して検証してきたとおり、PPP 事業における逆選択を解決するには、

行政側が民間事業者のリスク処理能力を客観的に審査し、事業に関する情報を不足なく提

供することが、必要条件である。そして近年、このふたつの条件を満たす取り組みとして、

「マーケットサウンディング型官民対話」と「オープンデータ化」が進んでいる。そこで、

これらの取り組みを情報の観点から検証し、より一層発展させ有益性を向上させるため必

要な事項を考察する。 

 （１） マーケットサウンディング型官民対話 
近年、PPP 事業の検討時に官民対話を実施する行政が増加している。この官民対話は、

マーケットサウンディング型、提案インセンティブ付与型、選抜・交渉型の三つの類型に

大別されるが 20、なかでも著しく増加しているのがマーケットサウンディング型である。

実際に 2017 年の一年間で、全国 151 件が公表されており、実施件数は増加傾向にある 21。 

このマーケットサウンディング型は、「事業案の作成前において、参加事業者を募り（任

意・無償が原則）、指定の場所に来てもらい、一定の時間の意見交換・対話を行う個別ヒア

リング又はワークショップ等によって、様々なアイデアや意見を把握する調査（マーケッ

トサウンディング）を実施し、事業案の策定及び事業者選定への手続きへ移行するもの」22

である。具体的な効果として、行政側、民間側それぞれに、以下のようなメリットがある。 

 

図表 11 マーケットサウンディング型官民対話の主なメリット 

（出典）筆者作成 

 
                                                   
19 内閣府 HP http://www8.cao.go.jp/pfi/pfi_jouhou/tebiki/jirei/jirei03_01.html(最終検索日:2018 年 1 月 6 日) 
20 内閣府・総務省・国土交通省（2016） 
21
日本 PFI・PPP 協会 HP「新着・更新情報」より抽出 

22 内閣府・総務省・国土交通省（2016:8） 

行政側 

 事業の公募前に、市場性・採算性・参入意向等を把握可能 

 公募が正式に決まっていない段階でも実施可能 

 コスト不要 

 公式での対話のため、公平性と透明性にもとづく意見交換が可能 

 事業者が数多く参加しやすい条件の検討が可能 

 活用アイデアの収集が可能 

民間側 

 事業情報の早期入手が可能 

 公募条件の設定に自らの意見を表明可能 

 市の運営方針や考え方を事前に確認可能 

 一般的に参加事業者の名称は非公表のため、自由な意見を伝えやすい 
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実施件数が増加している理由は大きく二点あると推察される。一点目は、PPP 事業が長

期に渡る契約となるため、後年度財政負担への影響を含めて行政の検討が慎重になってい

る点である。これは、前述の事例のように、市場性を見誤ったことによる事業の失敗が自

治体経営に大きなインパクトを与え、持続可能性を低下させてしまう危険性があるからで

ある。PPP の失敗が負の遺産とならないよう、事前の市場性の調査や持続可能性の検証で

情報の非対称性を解消したいという危機意識の表れであると推察される。 

二点目は、逆選択の解決策として事業者選定の公募の前に、行政側の「スクリーニング」

と民間側「シグナリング」を同時に実施可能な点である。行政は、マーケットサウンディ

ング時に事業の概要や今回の事業で期待することを行政側から発信し、民間と対話するこ

とになる。もしこの対話を通じて、不適切な民間の参画や事業リスクがあると判断した場

合、そのリスクを軽減した募集要項へ修正や、望ましい提案を求めるための評価方法を再

構築することができる。すなわち、行政側で事業者に関する情報が不足する場合でも、自

らの事業遂行能力情報を把握している民間側に望ましい選択肢を採らせ、結果、行政が望

む方向へ民間を誘導するような制度設計へ修正が可能になるのである。 

他方、民間側はシグナリングとして、公募条件の設定に自らの意見を表明することで、

参加への意欲や参加するために必要な情報を得ることができる。つまり、事業者として自

らに適性がある情報を持つ民間側が、その発言や行動を通じて、相手に情報を伝えようと

工夫することができるのである。そして対話への参加自体にコストがかかっていることか

ら、シグナリングの効果が期待できる。 

 （２） オープンデータ化 
 逆選択の解消には、情報開示の義務付けや第三者の関与として機構や制度の導入等、国

の施策が情報の非対称性を軽減させることも有効である。冒頭に記した「官民データ活用

推進法」も情報開示の義務付けに類似し、政府が都道府県と市町村に対しそれぞれ、官民

データ活用推進計画を策定の義務と努力義務を課すことが定められている。 

 オープンデータとは、政府や地方公共団体等が保有する公共データが、「二次利用可能な

ルールの下」で、「機械判読に適した形」で、公開されることである。二次利用可能なルー

ルで、出典を明記すれば許可を得ずとも自由にホームページ情報の二次利用が可能になり、

自由に編集・加工が出来るため、他のデータとも組み合わせて利用拡大が見込める。また、

機械判読に適した形とすることで、データが自動で連携するため、迅速かつ正確に処理が

できる。例えば、2015 年に公開された「地域経済分析システム（RESAS）」は記憶に新し

い。 

このオープンデータ化の目的には、情報の円滑な流通の確保や、効果的かつ効率的な行

政の推進等があるが、PPP においては二つの理由から逆選択の解消として応用可能性があ

るといえる。第一に、情報の非対称性の発生と、それに伴う逆選択を入り口の段階で防ぐ

ことができるからである。一般的に、個人ないし企業等の経済主体は危険回避的な行動を

とると考えられ、利潤最大化を目的として自らの行為を合理的に選択する。そこで、特に、
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図表 5 に示したような情報を公開することで、事前に事業参画の検討が可能になり、能力

の無い民間の事業参画を回避へ導くことができる。また、これにもとづいた官民対話が可

能となることで、より踏み込んだ議論が事業実施前から可能になる。 

第二に、公共データを「原則オープン」にすることで、現在の社会保障の諸課題等の解

決や、ベンチャー企業等による新しいサービスの実現を後押しすることが可能になるから

である。PPP 事業で考えた場合、PFI 法にもとづく民間提案制度 23あるいは内閣府、総務

省、国土交通省（2016）に示される選抜・交渉型の民間提案の促進が期待できる。 

以上から、オープンデータ化は、シグナリングの誘発に加え、スクリーニングの効果も

発揮され、さらに民間からの発案促進という効果も期待できることから、PPP における逆

選択を回避する方法としての効果は高く、今後のオープンデータ化の進展に期待したい。 

 

第５節 小括 
本章では、通常の逆選択や PPP の事例を通じ、逆選択がどのような形で発生するのか、

そして解決策であるスクリーニングとシグナリングがどのように PPP に応用されているの

かを考察した。結果、情報の非対称を防ぐ場としての官民対話や、入り口の時点で情報が

非対称になることを防ぐオープンデータ化をさらに加速させることが重要であると結論付

けた。これは第一章で論じた「PPP に関する情報は行政の独占状態にある」ことを打破し、

「情報は多ければ多いほど不確実性を減少させる」という理論的裏付けからも導出される。 

ところが、解決策として提示したマーケットサウンディング型の官民対話は課題も多い。

第一に、対話の質をさらに上げる必要がある。対話の目的は、行政側はスクリーニングを、

民間側はシグナリングを行うことである。限られた時間の中で、最も効果的に対話を行う

ためには、対話の内容や構成を綿密に計画し、建設的な議論になるように留意すべきであ

る。 

第二に、行政側は、官民対話の結果を事業に的確に反映させる工夫が必要である。対話

結果の公表を照覧すると、単に対話した内容を公開して済ませているケースも少なくない。

民間側がアイデア及びノウハウの流出のリスクもありながら対話に臨むことを加味すれば、

ノウハウの保護の観点に立ちながら逆選択を防ぎつつ、PPP 導入の目的を達成できる制度

設計に繋げていくことが行政側の使命である。 

 

おわりに 
 効率性が達成される完全競争は、市場参加者が完全情報を持っていることが前提である

が、現実的にわれわれの持つ情報は不完全で非対称である。そのため、モラル・ハザード

                                                   
23 正式には、「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」。 
第六条 特定事業を実施しようとする民間事業者は、公共施設等の管理者等に対し、当該特定事業に係る

実施方針を定めることを提案することができる。この場合においては、当該特定事業の案、当該特定事業

の効果及び効率性に関する評価の結果を示す書類その他内閣府令で定める書類を添えなければならない。 
２ 前項の規定による提案を受けた公共施設等の管理者等は、当該提案について検討を加え、遅滞なく、

その結果を当該民間事業者に通知しなければならない。 
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や逆選択を招くことに繋がるが、PPP 事業もまた、例外ではない。 

そこで本稿では、情報量と不確実性の間に、情報量を一単位増やすと、不確実性が半分

になるという性質を基礎とし、PPP における情報の性質を明らかにしつつ、不確実性を解

消する方法を考察した。そして具体的な事例を通じて、PPP におけるモラル・ハザードに

はモニタリングとインセンティブ契約が有効であり、他方の逆選択に対してはマーケット

サウンディング型官民対話とオープンデータがスクリーニングやシグナリングの機能を果

たすことから有効な解決策であると結論付けた。 

ただし、これらの解決策で情報の非対称性が全て解決できるわけではなく、より俯瞰的

な別の理論的アプローチも同時に必要である。それを解く鍵は、「リスクをもっとも最善に

管理できる当事者がリスクを負担する」という PPP の原則にあると考える。本稿で論じた

「情報」に置き換えれば、情報優位者がそのリスクを負うということである。具体的には、

事業の発注者になる行政側は、PPP に必要な情報を提供し、その情報の量と質に責任を持

つこと。一方の民間側は、行政側が提供する情報以外の自らが収集する情報と、自らが発

するシグナルに責任を持つことである。そして、その情報に基づく事業に対する適切なリ

ターンを得ることが可能な事業設計を官と民、双方の連携で行うことである。 

今後も、情報化社会が一層進展するなかで、PPP においても情報の重要性が増すことは

想像に難くない。そこで、PPP 事業に携わる者が、情報は公共財としての性質を持ち、市

場の失敗を招き得るものであることを理解したうえで、どのような情報が必要で、どう使

うことが有益かを、対話を通じて理解を深める必要がある。そして情報を惜しみなく積極

果敢に共有し、ここに示した解決策を官民双方の力で一層発展させることが求められる。 
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