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2016 年度政策形成に向けた基礎力（２） 
北海道大学法学研究科教授 宮脇 淳 

 
１.はじめに 

「まち・ひと・しごと創生政策」を通じて、基礎自治体の政策立案力が改めて問われていると同時に、

PDCA サイクルによる政策執行を通じた進化力も求められている。そこで、地方創生政策による「選択

と集中」の流れが強まるなか、2016 年度の新たな政策を企画する上で必要となる政策思考の視点につ

いて順次整理する。前回の第１回では、地域経済社会の諸活動の相互関連性が深まる中での地域を支え

る公共政策の基本要件を整理した。第２回は、公共政策の進化プロセスとそれを実現する PDCA の基本

を整理する。 
 
２.公共政策の進化のプロセス 

グローバル化と一体化した情報化やリージョナル化の進展は、地域の構造的変化に対応する公共政策

の進化、すなわち継続的見直しによる変化プロセスを恒常的に政策過程に組み込むことを求めている。

他の地方自治体の先進的政策を学び自らの地域政策に一時的に取り込むことだけでは、平均値以上の地

域競争力を継続的に生み出すことは難しい。政策の進化プロセスは、三つの認識を行政内そして地域と

共有することから形成される。①従来政策の特性、②従来政策に対する見直しのルール、そして、見直

し後の③新政策の行動ルールに関するそれぞれの認識共有である。この認識共有が地域経済社会、そし

て行政組織内、地方議会で深化することで公共政策の進化が持続的に確保できることになる。 
①従来政策の特性に関する認識共有は、これまで展開してきた政策の特性を認識共有することであり、

政策の進化は、①従来政策の特性に関する認識を踏まえつつ、②従来政策を継続的に見直していくルー

ルを経済社会全体として認識共有すること、そして③の新政策の行動ルールに関する認識共有は、②の

プロセスを通じて形成された新政策の行動ルールに関する認識共有を広く進めることである。具体的に

は、第１回で整理した増分主義、利害関係調整型モデル、寡占型モデルを柱として形成された従来政策

の特性を継続的に検証・評価する機能を政策形成過程に組み込み、必要に応じて適切に見直し、その見

直し内容を予算、法令、その他の諸制度を通じて経済社会全体で認識共有することである。 
 
３.見直しのルール化 

従来政策に対する見直しのルール化の認識共有とは、従来の政策に対する検証・評価とその結果の新

たな政策への反映を持続的に展開するプロセス自体の認識とその共有を強めることを意味する。1980
年代以降に本格化した民営化・民間化に伴う政策分野への新たな手法の導入も従来の政策特性に組み込

まれれば、一時的な効率化を実現しても、経済社会のエンパワメントの変化との間で軋轢を生じさせ、

中期的に次の非効率を生みだす要因となりやすい。したがって、民間化などの新たな手法の実践は、政

治、行政、そして民間領域も含めた従来政策全体に対する見直しのルール化の構築・実践と同時並行的

に進める必要がある。第三セクター、独立行政法人、公有地信託制度、PFI、コンセション、指定管理

者制度等 1980 年代以降、様々な民間化への制度設計とその実践が行われてきた。民間化は一定の成果

を生んでいる一方で、第三セクター等の経営危機の顕在化、事業や組織に対する一般会計からの繰入れ

による補てん等多くの地方自治体で課題を抱え続けている。民間化を活用する従来政策の特性の見直し

を同時並行的に進めることが、新たな手法の持続的成果を生み出すために不可欠な要素となる。そのた

めにすでに進められている具体的な取組みとして、公共政策の形成過程に対する政策評価制度の導入、

公会計改革による政策情報の質的変革などが挙げられる。 
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（１）見直しのルール化のための評価 

従来政策に対する見直しのルール化として位置づけられる政策評価は、国では「行政機関が行う政策

の評価に関する法律」に基づき、地方自治体では各条例に基づいて広範に展開されている。北海道庁の

「時のアセスメント」から本格化した評価制度は、北海道日高横断自動車道路の実質的な建設中止等各

地の個別事業の見直しに止まらず、補助金返還制度の見直し等の制度改革への成果も生み出してきた。

しかし、評価の取組みが従来政策の形成過程が持つ特性に組み込まれる傾向を強め、毎年度繰り返され

る評価作業が行政内でルーティンワーク化し、従来の利害関係調整型モデルと寡占型モデルの政策形成

過程に埋没する実態が多くみられる。評価とは、一定の「ものさし」を当てはめて政策の良し悪しを判

断することである。このため適用する「ものさし」によって評価は異なる結果となるため、「ものさし」

の設定内容と位置づけ自体が重要な政治的争点とならざるを得ない。この「ものさし」の形成及び適用

が前回で整理し他利害関係調整型モデルと寡占型モデルで形成されると、評価制度自体が従来政策の行

動ルールに埋没し、見直しのルールとして機能しない結果となる。従来の政策形成過程は利害の均衡を

関係集団間の影響力を行使し合うことで追求する構図であり、政治との関係がとくに重視される。利害

関係集団間の調整は、最終的に政策決定者間の政治的パワー構造に委ねられ、そこで決定される内容は

利害調整に関与していない一般国民や他集団も予算や法令を通じて拘束する力を持つことになる。この

ため、利害関係集団間の調整過程の中で評価を如何に位置づけるか政治過程においても重要な関心事と

ならざるを得ない。この点は、評価の前提となる政策情報の質にも大きな影響を与える要因となる。 
評価の実施形態は、管理志向型と行動志向型に分けることができる。管理志向型とは、国や地方自治

体の継続的事務事業、義務的事務事業を中心に目標を着実に達成するため、決められた基本的な枠組み

を堅持しながら進行管理を行う形態である。総合計画等地方自治体の諸計画のほとんどは、管理志向型

で形成・展開されている。管理志向型は、環境変化が少ない中で着実に事務事業を進めるには適した実

施形態ではあるものの、政策の進化には大きな限界がある。限界とは、具体的には①制度・政策、施策・

事務事業どのレベルであっても、新たな手段の構想には及びづらいこと、②内外を通じた環境変化に伴

う未経験な現象を対象として取り扱う視点が欠落しやすいこと、③従来政策の枠組みを堅持した範囲内

で選択できる代替案のみを構想しやすいこと、などである。このため、目的達成のために手段レベルの

見直しが必要な時にも適時に対応できず、手段の維持を優先し目的自体を見失う手段の目的化や政策ラ

グの深刻化を発生させやすい。国や地方自治体の評価制度に行動志向型の思考を組み込むことは、政策

の進化のために重要となる。行動志向型とは、漸進的であっても次に取り組むべき新たな枠組みや手段

の構築を常に意識し、現実の政策手段の形成と執行等を通じて集積する情報を活用し社会経済情勢の構

造的環境変化に対応しつつ、政策の目的達成の実効性を担保することである。 
 

（２）ものさしと情報 

評価の「ものさし」が従来政策の見直しのルールとして有効性を持つためには、評価の前提となる情

報の質的転換を図ることが不可欠となる。質的転換とは、公的部門に限定された情報ではなく、常に他

の領域と比較できる客観性を持った情報の形成と活用を意味する。情報の質的転換により、従来の増分

体質を正当化するための情報とは別の視点から従来政策を観察し分析、評価することが可能となる。具

体的な情報の質的転換の取組みとして、公会計改革がある。財政民主主義を支える財政法の現金主義（財

政法２条）、単年度主義・会計年度独立性の原則（同法 11 条、12 条）等諸原則を基本としつつ、政策

議論にフルコスト、ライフサイクルコスト、機会コスト等の企業会計の視点を組み込んだ新たな財務情

報を形成し、従来政策に対する異化効果を生み出す。国や地方自治体の財政運営においては、独立行政

法人、地方公営企業等外郭組織からその流れが強まっており、一般会計等の財政議論への実質的拡充に

結び付くことで、資源配分の構図の新たな視点が形成される。その形成が財政法、会計法等基本法の一

段の進化への流れを形成する。他方、こうした流れは、グローバル化の大きな影響を受ける。政策を支

える財務情報とその根底にある公会計制度の見直しは、民間との連携等開かれた政策の領域形成に資す
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る一方で、企業会計に急速に求められている国際企業基準との整合性確保の流れとも接点を持つ。政策

情報のあり方がグローバル化とリージョナル化の接点、政治と市場の接点として位置づけられることを

意味する。 
 
３.まち・ひと・しごと創生政策と新政策の行動ルールの認識共有 

まち・ひと・しごと創生政策は、行政経営に止まらず地域経営を意図した戦略づくりが必要となる。

そこでは、行政組織内のガバナンス構造だけでなく地域全体のガバナンス構造の変革が意図される必要

がある。加えて、単なる人口減等の外部環境に合わせた受け身の「意図せざる変化」ではなく、「意図

した変化」に導くことが求められる。以上の政策の進化を創生戦略の新たなガバナンス形態に当てはめ

ると①「従来の地域における行動のルール化」としてのガバナンス、②「地方創生における新たな行動

のルール化」としてのガバナンス、③そして「新た地域の姿に対する認識共有」としてのガバナンスの

三形態となる。 
以上の三形態のうち一般的にガバナンスの言葉は、最初の①「従来の地域における行動のルール化」

の意味で使われることが多い。そして、通常の効率化の取組みは、従来の行動ルールの基本的枠組みを

維持しつつ、財政負担の軽減の視点で展開される。これは、従来の行動のルール化を「改善」する取組

みであり、従来の枠組みを維持しつつ職員削減、外部化等従来制度の効率化の領域を中心とする。この

ため、従来の無駄を改善することまでは可能でも、新たな枠組みの構築までは意図しないため、効果が

一過性のものに止まり、従来の枠組みとのアンビバレンス（両方価値）な対立構造の中で地域の創生に

結び付くパワーは極めて限定的となる。その結果、方向性を自ら明確化した意図した変化ではなく、環

境変化を受け身で受け止める意図せざる変化に陥ることも多い。こうした受け身の改善ではなく、意図

した変化を生み出すことで想定外の環境変化への耐久性が高まり成果も大きくかつ持続的なものにな

る。権限と責任の再構築を伴わない取組みは、一時的に効率化の成果を生み出すものの、外部環境変化

に合わせることに止まるため、再度の変化に対しての耐久力が弱い。 
創生戦略では、従来の行動ルールとしてのガバナンスを優先する以上に、意図した変化を生み出すた

めの②「新たな行動のルール化」と③「新たな地域の姿に対する認識共有」により、地域のガバナンス

を進化させることを同時並行的に進めることが不可欠となる。①の「従来の行動のルール化」と、②③

の「新たな行動のルール化」・「新たな地域の姿に対する認識共有」の繋ぎ手となる重要な位置づけにあ

るのが創生戦略の計画である。そして、まず重要なのは「新たな地域の姿に対する認識共有」を官民ネ

ットワークを通じて地域全体で深化させることである。地方創生は、地域経営の視点が柱となることか

ら、戦略策定に関しては少なくとも民間企業やコミュニティとの情報共有、連携による戦略策定が前提

となる。但し、従来の総合計画策定にあるように多くの意見を総花的に羅列する形態となれば、実践性

のある戦略を形成することはできない。このため、地方創生のターゲットとそこに接近するトリガーを

明確にする、いわゆる「オッカムの剃刀」（政策は単純な方が良い）への意識が重要である。PDCA サ

イクルによる評価機能を発揮するには、創生の目標を明確にする計画の質的転換議論と認識共有がまず

求められる。 
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政策の哲学と倫理（コンテクスト志向） 
北海道大学法学研究科教授 宮脇 淳 

 

公共政策とは、価値観の異なる人・集団との協力関係を形成し維持することで、一定の理想を実現す

る手段の集まりである。この意味から公共政策の倫理面からの健全性を阻害する要因の第１は、特定の

価値観のみを当初から排除し、特定の人や集団を政策の枠外に追放するなど本源的に不正な理念を持つ

政策目的や手段を構成すること、第２は、特定の政策効果や帰着点を当初から無視又は軽視し政策手段

を選考すること、である。したがって、客観的合理性の確保においても、特定の人・集団、特定の政策

対象領域を除外することは不適切であり、観察・分析・仮説設定・検証等を最大限、広範かつ周到に展

開する姿勢が求められる。このため、政策形成を過度に限定された利害関係集団間で寡占的に展開する

ことは、倫理性に基づく政策の健全性確保の面からも見直しが必要となる。開かれた場での政策形成議

論を展開することは、倫理面から特定の人・集団、政策対象領域を排除することなく政策形成を行うこ

とであり重要な取組みである。さらに、公共政策の目的や手段が倫理性の面から本源的不正に該当する

かは、最終的にはいかなる公共哲学に依拠するかによって判断される。公共政策の対象領域が縦割りか

ら「経路」を重視する分野融合型になるほど、倫理性を判断する公共哲学の視点も多様化し、従来の細

分化された専門分野の価値観を越えて何を重視するか公共哲学において常に追求しなければならない

課題となる。増分体質を強くした成長期の日本経済社会では、均衡ある所得の拡大を最重要課題とし、

その実現に向け細分化した専門分野の効率的活用を公共哲学の重要な軸としてきた。しかし、21 世紀の

公共政策では、将来世代の選択肢を奪い制限することのない現役世代のニーズへの対応とその実現に向

けた責任の明確化が公共哲学そして倫理性の面からも重要な軸となっている。 
公共哲学そして倫理性の追求には、公共政策を人間行動の相互作用によって形成される社会プロセス

と認識し政策過程を考察することが有用となる。そのひとつが、政策に対するコンテクスト志向性であ

る。コンテクスト志向性は、政策過程の考察のひとつであり、政策に関する制度と環境の相互作用状況

を基本認識することからはじまる。具体的には、人間の相互作用によって形成される社会的プロセスを

認識し、行為者、相互行為、資源環境の３つの要素から政策の相互連関的過程を検討する。公共政策が

客観的合理性を求めた数理的政策学の側面を強めると同時に、体系化を支える公共哲学が重要となるの

は、公共政策が人間行動とその集合体であり、政策の基本が人間行動への働きかけだからである。たと

えば、最大化公準に基づき行為者が特定の価値を最大限に追及する場合、何らかの社会的制度ないし慣

行を利用し経済社会の資源配分に働きかける。具体的例としては、民間企業が自らの利潤の最大化を追

求するため社会の税制や規制などの諸制度や慣行を利用し、経済資源や財政資金の配分に働きかけるこ

となどである。こうした行為者の行動というコンテクストに視野をおいた分析では、すべての制度はそ

の対応する価値領域と相互に影響し合い、他の価値領域とも相互作用することを認識する。その認識の

上で、具体的な社会のプロセスモデルを形成し、その中で展開される権力過程、すなわち、社会のプロ

セスモデルの中での集団的行為に関する意思決定と相互の関連性を考える。こうした志向は、従来の縦

型ネットワークを中心とする政策形成だけでなく、水平的に分断領域を相互に結び付けた横型ネットワ

ークの視点を政策形成において重視し、特定の人や集団等を政策視野から排除することの有効性の劣化

を認識することになる。公共政策の本質は、人間行動であり人間を観察し分析することに収斂される客

観的合理性と公共哲学、倫理性に支えられた政策思考の形成が公共政策大学院の実践的教育の根幹とな

る。 

政策シグナル 
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「ルイスの転換点」と中国の経済政策 
北海道大学法学研究科教授 宮脇 淳 

 

英国の経済学者であるアーサー・ルイスが指摘した事項として、「ルイスの転換点」がある。このル

イスの転換点とは、経済社会が発展し工業化が進む過程で、それまでの農村部から都市部への余剰労働

力移動による低コストの労働力確保が限界に達し、経済成長が転換点を迎えることを意味している。具

体的には、日本経済においては 1950 年代前半の工業化過程に入る前の段階では、農村部に大きな余剰

労働力が存在したため、その余剰労働力が工業化の進展とともに高付加価値産業が集積している都市部

の製造業やサービス業に移動する流れを強め、日本の高度成長期を労働力の面から支える要因となった。

しかし、日本経済では 1960 年代末に入り最終的には農村部の余剰労働力がなくなり、労働力の都市部

移動にも限界が生じ、経済成長が中・低成長に移行する時点を迎えている。この時点が日本経済の「ル

イスの転換点」と呼ばれている。ルイスの転換点を迎えると、一般的に労働コストが上昇し企業の利益

率が低下するため、次の持続的成長へ移行するためには、新たな高付加価値段階への自立的移行が不可

欠となる。それなしでは、中所得国の罠と言われる現象に陥り、そのまま推移すると厳しいスタグフレ

ーションに陥る原因となる事が指摘されている。 
今日の中国経済にルイスの転換点を当てはめると、2010 年代に入りこの転換点段階に入り始めた事

が指摘できる。2010 年代に入ると生産年齢人口の減少局面に入り、農村部での余剰人口がなくなり、

都市部の高付加価値産業を支える労働移転が限界に達することで中国経済全体の潜在成長力が低下し、

近年の７%台前後の成長率に鈍化すると共に、大都市部のサービス産業を中心とした労働需要は極めて

高い状況となっている。足元の中国経済は、製造業の不振に対して第三次産業・サービス業を中心とす

る領域で成長が下支えされ、安定的雇用が確保されている。とくに都市部のサービス業の伸びが大きく、

実質 GDP に占める割合も 2012 年以降第三次産業が第二次産業の割合を上回り、その後も順調な拡大

を続けている。とくに、卸売・小売業を中心とした領域での拡大が大きく貢献する構図となっている。 
こうした現象をルイスの転換点に当てはめた場合、農村部からの余剰労働力の移動による低コストの

労働力確保が限界に達した製造業において競争力が低下し、足元でも製造業を中心とした倒産する動向

が続いている。しかし、ルイスの転換点への批判としても指摘されているように、都市内余剰労働力の

形成を重視する必要性がある。製造業で生じた経済成長の鈍化による都市内余剰労働力をサービス産業

が吸収する構図が現在の中国経済では生じている。この結果、経済全体に占めるサービス産業の割合が

構造的に拡大し、都市部の可処分所得が経済成長の鈍化にも関わらず増加している。すなわち、現在の

中国経済は、ルイスの転換点による製造業の低迷に直面しており、製造業が次の高付加価値領域に移行

できないと製造業分野では先進国からの技術移転・資本移転からの依存から脱却することができず中所

得領域に止まらざるを得ない。こうした時点を、労働集約型のサービス産業の高付加価値化により克服

できるかにある。2015 年 10 月下旬に開催された中国共産党第 18 期五中全会で可決された第 13 次五カ

年計画では、供給側改革が重視されている。供給側改革とは、従来の農村部の余剰労働力に支えられた

労働力投入量中心の成長から生産性拡大による成長への転換であり、技術革新と資源配分の組み換えを

重視するものである。供給側改革の基本は、①市場活動を重視し企業経営の改革を重視すること、②中

長期の経済構造の転換を重視し、短期の景気変動を重視する需要側を重視した視点と異なること、③政

策調整ではなく制度改革を中心とすることなどの特色がある。こうした特色を持つ供給側の改革が、中

国経済の成長率鈍化等に伴う世界経済の新均衡点の模索と両軸でバランスを確保しつつ展開できるか

大きな課題となる。 

アジアリンク 
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APEC 地域における交通分野のインフラ輸出の取り組み 

株式会社富士通総研 公共事業部 坂野 成俊 

 
 

はじめに 

日本は国内経済が成熟化する中、アジア諸国をはじめとする開発途上国における旺盛なインフラ需要

を取り込み、経済成長につなげるため、インフラ輸出の促進に取り組んでいる。交通分野はインフラ輸

出の有望な分野であり、国土交通省では東南アジア諸国連合（Association of Southeast Asian 
Nations：ASEAN）や、アジア太平洋協力（Asia-Pacific Economic Cooperation：APEC）の国・地域

に対して交通分野のインフラ輸出を促進する取り組みとして、次の３つの取り組みを打ち出している。 
➀主要な交通分野のインフラ計画を地図上に示す「コネクティビティマップ」の作成 
②交通分野における利用者利便性や安全性、環境保全等に関する事例を集めた「質の高い交通事例集」

の作成 
③官民パートナーシップ（Public Private Partnership：PPP）による交通分野のインフラ整備・運

営事業の事例を集めた「交通分野の PPP 事例集」の作成 
本稿では、国土交通省による交通分野のインフラ輸出を促進する３つの取り組みを、当社ではパッケ

ージとして位置付けて作成を支援し、交通分野のインフラ輸出に関する売り先・売り物・売り方を検討

している事例について述べる。 
 

１．交通分野のインフラ輸出に関する政策の動向と国土交通省の取り組み 

アジア諸国など開発途上国では経済成長に伴って、鉄道や道路、港湾や空港等の交通分野をはじめと

するインフラ需要が増加しており、アジア諸国のインフラ需要は 2010～2020 年にかけて約 800 兆円に

達すると推計されている。日本は人口減少・高齢化が進んで国内経済が成熟化しており、安倍政権はア

ジア諸国等の旺盛なインフラ需要を取り込んで経済成長につなげるため、日本企業によるインフラ関連

の設備・備品の輸出（インフラ輸出）を促進しており、インフラ輸出は「日本再興戦略」（2013 年閣議

決定）でも取り上げられている。 
 日本再興戦略に基づいて策定された「インフラシステム輸出戦略（2014 年度改訂版）」（2014 年／経

協インフラ戦略会議）では、インフラ輸出を 2010 年の 10 兆円程度から 2020 年には 30 兆円程度と約

３倍に増やすことをめざしている。とくに、交通分

野のインフラ輸出は 2010 年の 0.3 兆円程度から

2020 年には７兆円程度に増やす目標で、伸び率が最

も高い分野であり、規模はエネルギー分野（９兆円

程度）に次いで大きく、有望な分野である。 
規模が大きく、民間企業のみでは対応が難しいイン

フラ需要を官民が連携して取り込むため、インフラ

システム輸出戦略（2014 年度改訂版）は政府間対話

の枠組みの活用や、政府開発支援（ Official 
Development Assistance：ODA）や公的支援などイ

ンフラ輸出の支援等を打ち出している。 
 

 
 
 

事例研究 
 

資料：「インフラシステム輸出戦略（2014 年度改訂版）」（経協インフラ戦略会議） 

図 1 日本企業のインフラ輸出の現状 

（2010年）と目標（2010年） 
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交通分野の
インフラ輸出
をめざす
日本企業

相手国

②「質の高い交通事
例集」で日本企業の
優れた技術・ノウハウ

を紹介
⇒売り物」をアピール

③「交通分野のPPP
事例集」でリスクへの
適切な対応方法を明らかに
⇒「売り方」を提案

①「コネクティ
ビティマップ」で
主要な交通分野
のインフラ計画を

把握
⇒「売る場所」を

抽出

交通分野等を所管する国土交通省では、インフラ需要が旺盛な ASEAN とは日 ASEAN 交通連携、

APEC においては交通大臣会合を通じて、国際的な交通分野の連携を推進している。国土交通省は日

ASEAN 交通連携や APEC 交通大臣会合を通じて、交通分野のインフラ輸出を促進するために、コネク

ティビティマップと質の高い交通事例集、交通分野の PPP 事例集の作成に取り組んでいる。 
 

２．交通分野のインフラ輸出の促進に関する国土交通省の取り組みの関係 

 インフラ輸出においては、世界中で有望な市場を調べて「売り先」を抽出し、相手国の課題の解決に

役立つ価値を明らかにして「売り物」をアピールすることによって、受注につなげることが重要である。

また、インフラの整備には多額の費用がかかるため、インフラ輸出では相手国の財政負担を軽減する資

金の調達方法を検討し、「売り方」を提案する

ことも重要である。 
 コネクティビティマップでは ASEAN や

APEC の国・地域における主要な交通分野の

インフラ計画が明らかになることによって、

売り先を抽出することができる。また、質の

高い交通事例集では交通系 IC カードシステ

ムや地震の際の電車の自動ブレーキシステム、 
ハイブリッドの電車車両など日本の事例も取 
り上げることによって、ASEAN や APEC の 
国・地域に対して日本企業の利用者利便性や安全性、環境保全等に関する優れた技術・ノウハウを紹介

し、売り物をアピールすることが可能になる。さらに、PPP による交通分野のインフラ整備・運営は、

官民が役割分担して民間企業の資金を活用することによって、財政負担を軽減できるが、世界的に新し

い手法であり、さまざまなリスクへの対応方法が十分に確立されていない。このため、交通分野の PPP
事例集ではさまざまな交通分野のインフラ整備・運営事業における官民の役割分担を分析し、リスクへ

の適切な対応方法を明らかにすることによって、効果的な売り方を検討することができる。 
 
３．交通分野のインフラ輸出の促進に関するパッケージ政策に関するコンサルティング 

（１）コネクティビティマップ 

 国土交通省ではコネクティビティマップにおいて、ASEAN や APEC の国・地域における主要な交通

分野のインフラ計画を地図に落とし込み、ASEAN や APEC の国・地域で共有しながら、交通分野のイ

ンフラ輸出の売り先を明らかにしたいと考えていた。ここでは、コネクティビティマップを通じて交通

分野のインフラ輸出の売り先を把握できるよう、ASEAN や APEC の国・地域における交通分野のイン

フラ計画の正確な情報を、地図上に分かりやすく示すことが重要である。 
このため、最初に ASEAN や APEC の国・地域の運輸担当省に対して主要な交通インフラ計画を尋

ねるアンケート調査を実施し、鉄道や道路、港湾や空港など今後整備する交通インフラの種類と場所、

期間、費用等の事業概要に関する正確な情報を把握している。 
 続いて、コネクティビティマップを作成する地図ソフトには、世界的な標準となっている「ArcGIS」
を用いることとしている。ArcGIS は地図のスクロールと縮小・拡大の操作が容易であり、コネクティ

ビティマップは ASEAN や APEC の国・地域の主要な交通インフラ計画を分かりやすく示すことが可

能である。コネクティビティマップでは ASEAN や APEC の国・地域の主要な交通インフラ計画をク

リックすると、アンケート調査で把握した事業概要が表示されるようになっている。 

図 2 パッケージとしての国土交通省による交通分

野のインフラ輸出の促進に関する 3つの取り組み 
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交通事故・犯罪が
少ない

環境負荷が小さい

安心して利用できる

快適に利用できる

素早く移動できる

利用者利便

安全性

環境保全

快適性の向上

効率性の向上

安全に関する施設の整備
（ハード）

安全に関する仕組みの
導入（ソフト）

地域環境の保全

地球環境の保全

アクセシビリティの向上

【要 素】 【分 野】 【対 策】

日本の強みが
ある分野

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（２）質の高い交通事例集 

【交通の質の体系の設定】 
 交通には政策を企画立案・実施する国・自

治体等の行政と、設備・備品やサービスを提

供する企業、サービスの利用者などさまざま

な主体が関わっており、交通の質はそれぞれ

の主体によって異なり、多様な分野から構成

されると考えられる。国土交通省では ASEAN
や APEC の国・地域において質の高い交通

事例集を共有し、ASEAN や APEC の国・地

域の交通の質に対する認識を高めて、品質の

優れた日本企業による交通分野のインフラ

輸出を促進したいと考えていた。 
そこで、日本企業の優れた技術・ノウハウ 

が活かせるよう、強みのある利用者利便性や 
安全性、環境保全の分野を中心に交通の質の体系を整理している。なお、交通の質の体系の整理に当た

っては、学識者や国土交通省の既存の調査等を参考としており、ASEAN や APEC の国・地域に対して

説明できるロジックを構築している。 
 
【重要な成功要因の抽出】 
 また、国土交通省では ASEAN や APEC の国・地域が質の高い交通事例集を参考にし、それぞれの

国・地域に適した取り組みが実施され、交通分野のインフラ輸出の市場を拡大したいとも考えていた。 
 一般的に、ASEAN や APEC の国・地域が利用者利便性や安全性、環境保全に関する交通政策を導入

するためには、当面は実施方法を把握するとともに、必要な技術・ノウハウを習得することが必要であ

ると考えられる。また、ASEAN や APEC の国・地域が一旦導入した利用者利便性や安全性、環境保全

に関する交通政策を継続して実施するためには、関係主体が自発的に改善に向けて取り組めるよう、取

組意欲を促進する仕組みを導入することが必要であると考えられる。 

図 3 コネクティビティマップにおける 

拡大・縮小の機能                    

図 4 コネクティビティマップにおける 

事業概要の表示機能                    

図 5 交通の質の体系 
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技術・ノウハウの活用

当面の導入
に必要

関係主体の取り組み
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実施方法の

継続的な改善

⇒継続的な実施
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継続的な向上

⇒継続的な実施

ASEANやAPECの国・地域

における利用者利便性や

安全性、環境保全に関する

交通政策の確実な導入

そこで、質の高い交通事例集の作成に当たって、

最初に ASEAN や APEC の国・地域の運輸担当

省に対してアンケート調査・インタビュー調査を

実施し、利用者利便性や安全性、環境保全に関す

る交通政策の事例を収集している。続いて、

ASEAN や APEC の国・地域が利用者利便性や安

全性、環境保全に関する交通政策を確実に導入で

きるよう、重要な成功要因として次の３点を取り

上げて、事例ごとに明らかにしている。 
 ①実効的な実施方法の設定 
 ②技術・ノウハウの活用 
 ③関係主体の取り組み意欲の促進 
 
（３）交通分野のPPP事例集 

 国土交通省では ASEAN や APEC の国・地域が交通分野の PPP 事例集を参考にして PPP に関する

理解を深め、PPP による交通インフラの整備・運営事業を促進したいと考えていた。 
世界的に PPP によるインフラの整備・運営事業の実施状況を見ると、電力分野で先行している。こ

れは電力分野では民間企業の資金を活用して整備する発電所で発電した電力を、公営の電力会社に売電

する仕組みが普及しているため、民間企業にとっては需要が予測を下回り、収入が不足する需要リスク

が小さいことが理由であると考えられる。 
 一方、PPP による交通インフラの整備・運営事業では、一人ひとりの利用者の行動を予測することが

難しいため、需要が予測を下回る場合が多く、需要リスクが大きい。また、鉄道の整備には駅舎・軌道

の整備や車両の購入等に多額の費用がかかるなど、PPP による交通インフラの整備・運営事業は多額の

投資を賄えない投資リスクが存在する。さらに、鉄道の整備に必要な駅舎・軌道に利用する広大な用地

を取得する場合、住民が反対して社会問題となる用地取得リスクも存在する。 
 そこで、交通分野の PPP 事例集の作成に当たって、最初に ASEAN や APEC の国・地域の運輸担当

省に対してアンケート調査・インタビュー調査を実施し、PPP による交通インフラの整備・運営事業を

収集している。続いて、事例ごとに官民の役割分担を分析したうえで、交通分野特有のリスクである需

要リスクと投資リスク、用地取得リスクへの対応を明らかにしている。 
例えば、インドネシアで計画中のタンジュンプリオク港のアクセス道路を整備・運営する PPP 事業で

は、インドネシア公共事業省（Ministry of 
Public Works：MPW）がアクセス道路の利

用量に関わらず、民間企業に費用を支払うア

ベイラビリティペイメントの導入を検討して

おり、民間企業は需要リスクを回避すること

ができる。また、インドネシア MPW は国際

協力機構（Japan International Cooperation 
Agency：JICA）の円借款を活用して、タン

ジュンプリオク港のアクセス道路にかかる

資金を低金利で調達する予定であり、投資

リスクを軽減することが可能である。さら

に、タンジュンプリオク港のアクセス道路

の用地はインドネシア MPW が確保する予定であり、民間企業は用地収容リスクを回避することができ

る。 

図7 交通分野のPPP事業における官民の役割分担と交

通分野特有のリスクへの対応（例：インドネシアの 

タンジュンプリオク港のアクセス道路） 

図 6 3つの重要な成功要因の関係 
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４．おわりに 

 最近、交通分野のインフラ輸出ではインドにおける新幹線の導入等が注目を集めている。今後、国土

交通省ではコネクティビティマップや質の高い交通事例集、交通分野の PPP 事例集を活用しながら、

ASEAN や APEC の国・地域等において、交通分野のインフラの売り先・売り物・売り方を明らかにし、

輸出の促進を体系的に進めていくことが期待される。また、総務省や経済産業省等では情報通信分野の

インフラ輸出の促進に取り組んでいる。情報通信分野のインフラ輸出の促進に当たっても、コネクティ

ビティマップや質の高い交通事例集、交通分野の PPP 事例集を参考に、売り先・売り物・売り方を明

らかにして、事業機会を検討することが重要であると考えられる。 
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〈既刊テーマ一覧〉 

2015 No.４  年齢構成の歪みと組織的リーダーシップ開かれた学習の場の重要性 

 ふるさと納税と税制課題 

 中国「新常態」とアジア新興国政策の転換点 

 マイナンバー制度開始直前の今こそ、自治体の独自サービスを検討してお

くべき 

－マイナンバーカードを活用するサービスのパラダイム転換－ 

2015 No.５  自治体間政策連携の重要性 

 ゆで蛙政策からの脱却（行動志向型評価） 

 ロシア経済と欧米制裁・ミンスク合意 

 日本の油化技術は島嶼国のごみ問題を救うか 

2015 No.６  自治体間政策連携の重要性 

 ゆで蛙政策からの脱却（行動志向型評価） 

 ロシア経済と欧米制裁・ミンスク合意 

 日本の油化技術は島嶼国のごみ問題を救うか 

2015 No.７  下水道インフラの持続性確保（１） 

 議論・思考の体系化と自治体競争力 

 シンガポールの政治と経済 

 住民意識調査の新たな庁内活用のあり方 

―データに基づく仮説設定・検証による政策の進化に向けて― 

2015 No.８  下水道インフラの持続性確保（２） 

 個人情報保護と自治体経営（１） 

 台湾の政治と経済 

 「プレミアム付き商品券」事業の特徴と今後の展開 

 フランスにおける美術館の地方分館戦略 

～パリ・ブランド美術館の誘致から再興を目指す街 

2015 No.９  2016年度政策形成に向けた基礎力（１） 

 個人情報保護と自治体経営（２） 

 中国人民元の SDR構成通貨化 

 総合計画の策定過程における住民参画手法の改善方策 
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