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１．はじめに 
社会基盤の整備運営に関連するリスクを適切にマ

ネジメントするためには、関係者がそれぞれの能力

に応じた適切なリスク対策を実施することが不可欠

であるが、それを実現するためには関係者に適切な

リスク対策を実施させるための動機付けの仕組みを

いかにして構築するかが課題となる。このようなガ

バナンスの構築方法としては、PFI をはじめとする

様々な調達手法があげられるが、様々な調達手法が

どのような仕組みで関係者間に適切な動機付けを与

えられるかについて詳細に分析した事例は見あたら

ず、適切な調達手法の企画や選定に必要な知見や説

明責任が十分とは言えない。 
本稿では、地震や豪雨等の自然外力により社会基

盤にもたらされる災害リスクに焦点を当て、社会基

盤の整備運営を構成する要素業務間での影響波及や

責任分担に対して調達手法が及ぼす影響を簡単なモ

デルを用いて表現し、関係者間で適切なリスク対策

努力が行われる条件等について調達手法毎に整理す

る。以下、２．では、本稿における災害リスクのガ

バナンスの考え方について概念整理を試みる。３．

では、災害リスクのガバナンスメカニズムとして一

般的と思われる直接規制と責任訴求による方法につ

いて考察し、４．では今回特に焦点を当てる業務統

合による方法について考察する。最後に、５．でま

とめと今後の課題を示す。 
 
２．災害リスクのガバナンスとその影響要因 
（１）災害リスクのガバナンスとは何か？ 

まず、本稿における「ガバナンス」の概念を明

らかにする。ガバナンスとは「統治」や「共治」な

どと訳され、その定義は、例えば「統治行為が多元

的なアクターたちによって対等かつ相互協調的に遂

行されていくその態様」1)、「組織の利害に基づき

組織を構成する経済主体の行動を牽制すること」2)

など、論者により多様である。本稿では、比較的一

般性が高いと思われる定義として、河野 3)による

「stakeholder の利益のための agent の規律付け」

を取り上げ、災害リスクに関連付けたガバナンス概

念の明確化を試みる。 
ここで言う「stakeholder（利害関係者）」とは、

社会基盤施設によって影響を受ける国民全般を指し

ており、また「利益」とは、災害リスクを適切にマ

ネジメントすることにより国民全体が受ける社会的

利益を指している。「agent」とは代理人であり、

ここでは災害リスクのマネジメントに参画する関係

主体を指している。「規律付け」とは、関係主体の

活動目的が自己利益の最大化であることを前提とし

て、何らかの仕組みを導入して社会的利益の最大化

を達成するように仕向けることを指している。 
以上のような「ガバナンス」の重要性は、社会

基盤施設に関連する災害リスクを対象とする場合に

限らないが、社会基盤施設ゆえ、また災害リスクゆ

えの難しい面を含んでいると思われる。社会基盤施

設は、その長期耐久性ゆえに、供用期間中に災害に

遭遇する可能性が高い。その際に、人命の損失を防

ぎ、社会経済活動への影響を最小限に抑えることが

期待される。ただし、無制限の安全性の追求は莫大

な費用負担を伴うことから現実的でなく、ある程度

の危険性を許容することが通常は認められる。その

ような社会的に最適なリスク水準を達成することが

社会基盤施設の整備･運営における主要な目的のひ

とつである。このような目的を達成するために関連

する主体は極めて多様である。公共部門はもちろん

のこと、国民（市民、住民も含む）、民間企業、

NPO やボランティアなどが有力なパートナーとし

て大きな役割を果たすことになる。しかし本稿では、
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分析を簡単化するため、ある社会基盤施設の整備・

運用事業に対象を絞り、事業レベルのガバナンスに

ついて検討する。災害リスクマネジメントに参画す

るパートナーとしては、設計、施工、維持管理とい

う事業の要素業務を請け負う民間企業を想定するこ

ととする。 
（２）災害リスクのガバナンスの課題 
 本稿では、災害リスクに係る事業レベルのガバナ

ンスの課題として、事業の要素業務間の相互作用に

着目する。社会基盤を整備・運用する事業の過程は、

一般に設計・施工・維持管理という要素業務から構

成される。事業全体の計画や管理は公的主体が責任

を持つが、各要素業務は民間企業に外注される。 
災害の発生は確定的には予測できず、事業のライフ

サイクルの中のどこかの時点である確率で災害が発

生する。 
 図－１は本稿で想定する災害による損失と影響要

因の関係を示している。単純化のため、災害は維持

管理期間中のある時点で生起するものとしている。

リスクの発生過程として、ハザード→ペリル→ロス

という流れで示している。ハザードとは、地震や豪

雨等の自然外力を指す。ペリルとは、落橋や盛り土

の崩壊などの被災現象を指す。ロスとは、人的被害

や経済被害などの社会的損失を指す。このとき、ハ

ザード→ペリル、及びペリル→ロスのそれぞれの段

階に対して、各要素業務において採用されるリスク

対応策によって、被災や損害の程度が軽減されたり、

逆に拡大されうると考える。 
図－２は、事業の施工段階で手抜き工事が発生する

場合の累積費用・便益を表している。青線で示され

る通常のケースに対して、手抜きケースでは、施工

段階でかかる費用を節減している一方で、災害が発

生した際の損害額が大きくなっており、結果的に事

業便益が損なわれている。 
図－３は、事業の維持管理段階で手抜き管理が発生

する場合を同様に表している。 
 
 
３．直接規制と責任訴求によるガバナンス 
（１）ガバナンス改革と NPM 論 

要素業務間の外部性に伴う悪影響を排除する伝

統的な方法として、直接規制によるものがある。設

計、施工、維持管理のガバナンス改革の理論的背景

となっているのが NPM 論である。NPM 論の核心

は、「民間企業における経営管理の理念・考え方、

手法を可能な限り適用すること」にあり、①業績／

成果による統制、②市場メカニズムの活用、③顧客

主義、④ヒエラルキーの簡素化に集約される 3)。 
つまり、組織にとって最上位の目的は顧客であ

る国民の満足であり、それを達成するための統制理

念として常に成果を意識した活動が求められ、目的

を効率的に達成するための権限が移譲されるととも

に、効率化を実現する手段として市場や民間企業の

力を活用することが推奨される。すなわち、本稿で

取り上げる成果主義と民間委託は、NPM 論に基づ

くガバナンス改革において活用される統制理念と主

図－１ 災害による損失と影響要因 
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図－２ 手抜き工事ケースの累積費用便益 
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図－３ 手抜き管理ケースの累積費用便益 
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要な実現手段の１つということになる。 
（２）「顧客主義」と「成果主義」 

「顧客主義」とは、ガバナンスの目的または最

重要課題を「顧客の満足度」であると認識するこ

とに他ならない。社会資本ガバナンスにおける

「顧客」とは、利用者あるいは国民であるから、

利用者・国民の満足が活動の最終目標として設定

される。これが明示されることにより、事ある毎

に最終目標が確認され、チェック機能が働くこと

が期待される。 
「成果主義」とは、「顧客主義」に沿った活動

の評価を、なるべく顧客に近いところ、顧客の理

解しやすいところで行おうとする概念である。一

般に、生活実感に即した成果が目標として設定さ

れ、それを評価するための業績指標と一定期間内

に達成すべき目標値が設定される。いわゆる「ア

ウトカム指標」である。これにより政策目的が明

示され、国民は行政が何を目指そうとしているの

かがわかるようになる。 
ただし、アウトカムが計測できない、あるいは

状況が複雑すぎて少数の指標で表現しきれない場

合も多いと思われる。また、他の政策の影響や不

確実性の存在により、アウトカムレベルでのコミ

ットメントができない場合も多いと思われる。こ

れらの場合、必ずしもアウトカムではなく、アウ

トプット指標を選定する方が望ましい場合もある

とされる 4)。 
 

４．業務統合を通じたガバナンス 
（１）コーポレートガバナンスの優位性 

社会資本ガバナンスでは、目的を達成するための

手段の妥当性が問われるが、効率的に目的を達成す

るための有力な手段として、民間部門の活用が広範

に行われている。すでに個別の事務事業の民間委託

は相当程度進められていたが、ここ数年の主流は、

官民の対等な協働関係、いわゆる「パートナーシッ

プ」が強く志向されていることである。官民パート

ナーシップの意義は、言うまでもなく民間部門の効

率性を取り入れることにある。言い換えると、社会

資本ガバナンスの一部をコーポレートガバナンスに

委ねることになる。コーポレートガバナンスは、そ

れに関する実務的な書籍が多数出回っていることか

らもわかるように、まだまだ改善の余地が大きい未

熟な仕組みであるとも言えるが、公共部門のガバナ

ンスに比べれば、ある一定の業務を効率的に遂行す

る能力が格段に勝っている場合が多いと思われる。 
（２）契約に基づくパートナーシップ 

コーポレートガバナンスの優位性により、同じ業

務を公共主体が直営で行うよりも、民間に委託した

方が効率的に実施できる可能性が高い。しかし、民

間企業は基本的には利潤を追求するなかで効率性を

発揮する。ところが公共部門が受け持つ業務には、

そもそもの役割分担より、利潤を追求すべきものは

殆どない。そのような業務を民間委託により効率化

するためには、公共主体としての業務目的を、民間

企業にとっての利潤に変換する仕組みが必要であり、

通常は「契約」がその機能を果たす。例えば、建設

工事そのものは利潤を生まないが、建設された施設

は社会的便益を生む。このような場合は、請負契約

により民間企業に委託され、一定の仕様に基づく成

果品を収めることによって報酬が支払われるという

形で、利潤を獲得しようとする民間企業の技術力や

ノウハウを公共のために利用することになる。 
このような契約に基づく民間資源の公共への活用

図－５ 責任訴求による影響の内部化 図－４ 直接規制による影響の制御 
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は古くから行われてきているが、その範囲を拡大し

たり裁量を与えたり政策の上位目的側に拡張したり

して、民間の資源や創意工夫を最大限に発揮して公

共目的をより効率的に達成しようとするのが最近の

流れである。官と民との対等な協働関係すなわち官

民パートナーシップが進んでいる。例えば、建設請

負契約においても性能規定が進められており、さら

に社会資本という「施設」ではなく、社会資本を適

切に運営することによって提供される「公共サービ

ス」を購入する PFI の導入が進んでいる。このよ

うな形で政府と企業のガバナンスを結合することが

PPP(Public Private Partnership)の中心的課題で

ある（図－５）。今後も、民間の技術力や創意工夫

を活かす取り組みが続けられると思われる。 
（３）契約の不完備性に起因する民間委託の限界 

しかし、社会資本によるサービス供給は長期に

わたり、自然条件等の影響も受けやすい。また、社

会経済活動を支援する基礎的インフラという性格上、

関連する民間等の活動によってその効果が大きく左

右され、場合によっては機能的陳腐化も生じる恐れ

もある。さらに、民間委託においてはリスク負担能

力に限界があることから、事前に全てのリスクを明

確にし、契約によって適切なリスク分担を実現でき

れば問題ないが、複雑かつ長期にわたる事業に内在

するリスクを完全に明らかにするのは不可能である。 
このような不確実性の高い状況下で、民間部門

の利潤最大化を社会的利益の最大化に変換するため

の長期に渡って安定的に機能する理想的な契約を確

立できるとは期待しにくい。このような契約の不完

備性により、無制限に民間委託の範囲を広げたりリ

スクを移転することに対しては慎重を期する必要が

あり、民間部門の行動原理や社会情勢の変化を見据

えたパートナーシップ戦略を確立する必要がある。 
 
５．まとめと今後の課題 
 本稿では、社会資本分野におけるガバナンスの確

立に向け、「成果主義」や「民間委託」という視点

に着目しながら、基本的な概念整理を行った。 

 今後、ガバナンスの確立に向け、これまでの理論

的面での成果を幅広く俯瞰することに加え、現実の

ガバナンスやその変革過程をきめ細かく観察するこ

とも必要となる。これらを踏まえ、具体的な政策提

案に結びつくようなガバナンス研究を進めていくこ

とが残された課題である。 
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図－６ 業務統合（DB 型）による影響の制御 
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図－７業務統合（PFI 型）による影響の制御 
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