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I.  PFI 事業に関するガイドラインの改定・策定 

 

本年 6 月 6 日、内閣府は、以下の PFI 事業 1に関するガイドラインを改定・策定した 2。 

 

 公共施設等運営権及び公共施設等運営事業に関するガイドライン（新たに策定） 

（以下「コンセッション・ガイドライン」という。） 

 PFI 事業実施プロセスに関するガイドライン（改定） 

（以下「プロセス・ガイドライン」という。） 

 契約に関するガイドライン－PFI 事業契約における留意事項について－（改定） 

（以下「契約ガイドライン」という。） 

 

本稿では、まず、新たに策定されたコンセッション・ガイドラインの概要を紹介し（後記 II.）、次に、プロセ

ス・ガイドライン及び契約ガイドラインの改定のうち、PFI 事業の多様化・大規模化に対応するための改定を

紹介し（後記 III.）、さらに、民間ノウハウの積極的活用や民間事業者の参入意欲の向上のためのプロセ

ス・ガイドラインの改定を紹介し（後記 IV.）、最後に、PPP/PFI をめぐるその他の最近の動きを紹介する（後

記 V.）。 

 

                                                   
1  Private Finance Initiative の略で、PFI 法（脚注 3 参照）に基づく民間資金等の活用による公共施設等の整備等に関す

る事業をいう。 
2  PFI 事業に関するガイドライン及び新旧対照表は、内閣府 PFI 推進室のウェブサイト

（http://www8.cao.go.jp/pfi/guideline.html）に掲載されているので、詳細はそちらを参照されたい。 
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II. コンセッション・ガイドライン 

 

PFI 法 3の平成 23 年改正により導入されたコンセッション方式による PFI 事業については、同事業の実

施に関する基本方針 4の中でも国等が講ずるべき措置について一定の方針が示されていたが、今般、新た

にコンセッション・ガイドラインが策定され、さらに具体的な制度運用上の解釈・指針が明らかにされることと

なった。 

コンセッション･ガイドラインの内容は多岐にわたるが、以下、法的観点及び契約実務の観点から注目さ

れる点をいくつか紹介する。 

 

1. コンセッション方式 

 

コンセッション方式とは、民間事業者（以下「運営権者」という。）が、公共施設等の管理者等（以下「管理

者等」という。）である公的主体から設定を受けた PFI 法上の公共施設等運営権 5（以下「運営権」という。）

に基づき、公共施設等の運営を実施する方式による PFI 事業をいう。運営権者は、自ら利用料金を決定し、

利用料金を自己の収入として収受することができる。また、運営権は、「みなし物権」とされ、譲渡や抵当権

の設定が可能であり、減価償却の対象となる。 

コンセッション方式の対象としては、事業収入を（管理者等からの）サービス購入料ではなく（利用者から

の）利用料金に依拠する、独立採算型の事業が主に想定されている 6。 

 

〔コンセッション方式による PFI 事業〕 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
3  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（平成 11 年法律第 117 号） 
4  PFI 法第 4 条第 1 項に基づき平成 24 年 3 月 27 日の閣議決定により策定された「民間資金等の活用による公共施設等

の整備等に関する事業の実施に関する基本方針」 
5  公共施設等について、運営及び維持管理並びにこれらに関する企画、また国民に対するサービスの提供を行い、利用料金

を自らの収入として収受する事業（PFI 法第 2 条第 6 項に規定される「公共施設等運営事業」）を実施する権利（PFI 法第 2
条第 7 項に規定される「公共施設等運営権」）。 

6  なお、事業収入の中に、利用料金のみならず、公的主体からのサービス購入料が一部含まれる、いわゆる混合型の事業も

許容されると解されている（倉野泰行・宮沢正知「改正 PFI 法の概要（7・完）」金融法務事情 1932 号 139 頁参照）。 
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2. 運営権と公共施設等の使用権原 

 

コンセッション方式では、管理者等が公共施設等の所有権を引き続き有しているので、運営権者がその

使用権原をどのように確保すべきかが問題となる。 

この点、コンセッション・ガイドラインは、運営権の中には、公共施設等の運営等に通常必要とされる、公

共施設等を運営し収益するための権利・権原が含まれるとした上で、以下のとおり整理している（コンセッシ

ョン･ガイドライン 6(1)2.）。 

 

表 1：運営権と使用権原との関係 

 ガイドラインに示されたケース 使用・収益が

運営権の範囲

内か否か 

実施契約のほかに、

使用権原を確保する

ための手当てを要す

るか 

備考 

(1) 運営権者が、公共施設等を自ら

運営・収益する場合 
○（運営権の

範囲内） 
不要 公共施設等の運営等

に通常必要な運営・収

益を行う場合を想定。 
(2) 運営権者が、公共施設等の敷

地を自ら使用する場合 
○（運営権の

範囲内） 
不要 運営権を設定した公共

施設等に敷地が含ま

れる場合において、通

常の範囲において使

用する場合を想定。 
(3) 運営権者が、管理者等が所有

する建物の一部をテナント等第

三者に貸し付ける場合 

×（運営権の

範囲外） 
管理者等との間で賃

貸借契約等 7を予め

締結する必要がある 

 

(4) 運営権者が運営事業に関連す

る建築物を自ら所有するため、

管理者等が運営権者に対して

敷地を貸し付ける場合 

×（運営権の

範囲外） 
管理者等との間で国

有財産法等に基づく

賃貸借契約又は使

用許可が必要 

 

(5) 運営権者が、運営権に含まれな

い事業の用に供するため、敷地

を使用する場合 

×（運営権の

範囲外） 
管理者等との間で国

有財産法等に基づく

賃貸借契約又は使

用許可が必要 

 

 

特に注意を要するのは上記(3)の場合であり、コンセッション・ガイドラインは、運営権者が運営事業の一
、、、、、、

環として
、、、、

建物の一部をテナント等に賃貸する場合でも、管理者等との間で賃貸借契約等 8を予め締結し、運

営権者が当該建物の賃借権等を得た上で当該賃借権等を権原としてテナント等第三者に転貸する必要が

あるとの考え方を示している。 

この場合、運営権者にとっては、実施契約とは別に賃貸借契約等を締結する手続上の負担 9が生じうる

                                                   
7  なお、有償の賃貸借契約に限られず、無償の使用貸借又は使用許可もありうる。但し、無償の使用貸借又は使用許可の場

合でも、使用権限を付与することを運営権対価の中に織り込むことが想定されているようである（内閣府・PFI 推進委員会第

32 回総合部会議事録 10 頁～12 頁〔児玉参事官補佐発言〕参照）。 
8  同上。 
9  なお、PFI 推進委員会の議論では、かかる賃貸借契約は実施契約と同じ一通の契約に含めることができることが示唆され

ている（内閣府・PFI 推進委員会第 32 回総合部会議事録 10 頁～12 頁〔児玉参事官補佐発言〕参照）。実際にどのような

契約実務となるのか、今後の動向が注目される。 
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ほか、国等の所有する財産の貸付に関する国有財産法等の規定による制限 10を受けることに留意が必要

である。 

 

3. 運営権対価の算出方法 

 

運営権の設定にあたり、管理者等は、運営権者から運営権の対価（いわゆるコンセッション・フィー）を徴

収することができる 11。 

運営権対価の算出方法としては、運営権者が将来得られるであろうと見込む事業収入から事業の実施

に要する支出を控除したものを現在価値に割り戻したもの（利益）を基本とし、各事業のリスクや優位性等

を勘案して調整をするとされた（コンセッション･ガイドライン 7(1)2-2.(1)）。 

 

4. 指定管理者制度との関係 

 

コンセッション･ガイドラインは、PFI 法に基づくコンセッション方式と地方自治法に基づく指定管理者制

度 12との関係について、地方公共団体の場合、両制度の規定が共に適用され 13、両制度の手続をいずれ

も履践する必要があることを前提としつつも、手続負担の軽減の観点からの指針を示している。 

まず、PFI 法に基づく実施方針に関する条例（PFI 法第 10 条の 5）と地方自治法に基づく指定管理者の

指定に係る条例（地方自治法第 244 条の 2 第 3 項）及び利用料金に係る条例（同条第 9 項）は、両法から

委任を受けた一つの条例として制定することが可能とされている（コンセッション・ガイドライン 9(2)2.(1)）。

また、運営権設定の議決（PFI 法第 10 条の 6 第 4 項）及び指定管理者の指定の議決（地方自治法第 244

条の 2 第 6 項）について、同一の議会において行うことが可能であるとしている（コンセッション・ガイドライン

9(2)2.(2)）。 

次に、運営権の移転については、本来、議会の議決（PFI 法第 10 条の 13 第 4 項）が必要とされるとこ

ろ、PFI 法に基づく実施方針に関する条例に特則を設けることにより、かかる議会の議決を不要とすること

ができる旨が明確にされた（コンセッション・ガイドライン 9(2)2.(5)）。他方、地方自治法上は、従前の指定

管理者の指定の取消しと新たな指定管理者の指定について、別途議会の議決が必要である。この点、コン

セッション･ガイドラインは、従前の指定の取消し及び新たな指定は、「実際上、運営権の移転に係る議論も

含めて一体として扱われるべきものであり、齟齬等は生じないと考えられる。」（コンセッション・ガイドライン

9(2)2.(5)）としているが、従前の指定管理者の指定の取消しと新たな指定管理者の指定について別途議

会の議決が必要である以上、当該時点の議会の状況に左右される可能性は残るように思われる。 

以上のほか、コンセッション･ガイドラインは、両制度が適用される場合の利用料金の設定、運営権の取

消し及び指定管理者の指定の取消しについての指針を示している。 

                                                   
10  国有財産法第 21 条に基づく貸付期間の制限等。 
11  逆に、管理者等は、運営権対価を徴収しないこともできる（コンセッション・ガイドライン 7(1)2-1(6)）。 
12 指定管理者制度とは、地方公共団体が、公の施設の管理を民間に委託するための制度である（地方自治法第 244 条の 2

第 3 項）。条例に基づき議会の議決を経て指定された団体（指定管理者）は、自己の権限として、利用者に対する使用許可

を行ったり、利用料金を条例に従って定めた上で自己の収入として収受したりすることができる。逆に、地方自治体の公の

施設の管理を民間に委託するためには、この地方自治法に基づく指定管理者制度によらなければならず、本文記載のよう

に PFI 法に基づくコンセッション方式との重複が問題となる。 
13  なお、運営権者は、運営権の設定及び指定管理者の指定を受けなくてはならないから、両者が同一の内容（存続期間、業

務範囲）で行われることが望ましい（コンセッション・ガイドライン 9(2)2.(3)参照）。 
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5. 更新投資、新規投資 

 

コンセッション期間中には、運営権が設定された公共施設等の修繕、改修、さらには新たな施設の建設

の必要性が生じることも予想される。この場合、運営権者はいかなる措置まで実施することが許されるのか、

運営権者の業務範囲が問題となる。 

この点、コンセッション・ガイドラインは、PFI 法の定義上運営事業に含まれない「建設」及び「改修」（PFI

法第 2 条第 2 項参照）と運営事業に含まれる「維持管理」（PFI 法第 2 条第 6 項参照）について、以下のと

おり整理している（コンセッション･ガイドライン 11(1)2.）。 

 

表 2：PFI 法上の「建設」・「改修」・「維持管理」の意義と運営権者の業務範囲 

PFI 法上の用語 該当する工事等 運営権者による実

施の可否 
「建設」・「改修」  新設工事 

 施設等の全面除却・再整備 
 その他運営権の登録事項の変更が必要とな

るような増改築（例：施設の位置の変更や施

設の平面的規模の大幅な拡大等によって住

所に変更が生じる場合） 

×（不可） 

「維持管理」  既存施設の拡張・増改築・補修（大規模修繕

も含む。）のうち、上記以外のもの 14 
○（可） 

 

コンセッション・ガイドラインの整理によれば、一般的には、運営権者が施設運営のために必要な増改築

を実施することは可能とされているが（コンセッション･ガイドライン 11(1)2-3.(1)）、（個別の運営事業にお

いて）運営権者が実施できる具体的な増改築の範囲は、施設整備に関する運営権者と管理者等との役割

分担も勘案しながら、管理者等が個別に判断すべき事項とされている（コンセッション･ガイドライン

11(1)2-3.(2)） 15。 

他方、運営権の範囲外である施設の新設工事や全面除却・再整備を実施する場合は、公共事業又は従

来型の PFI 事業として別途に実施することとなる。また、既存の運営権は、新設・再整備される施設には及

ばないから、新設・再整備された施設についてコンセッション方式により運営委託を行う場合は、新たな運

営権を設定する必要がある（コンセッション･ガイドライン 11(1)2-2.(4)①参照）。 

 

6. 運営権の譲渡・移転等 

 

売却や抵当権の実行等による運営権の移転には、管理者等による許可が必要である（PFI法第10条の

13 第 2 項）。この点、コンセッション・ガイドラインによれば、①移転を受ける者が欠格事由に該当せず、か

つ、②運営権の移転が実施方針に照らして適切である場合には、管理者等は運営権の移転の許可をする

                                                   
14  コンセッション・ガイドラインでは、「いわゆる新設又は施設等を全面除却し再整備するものを除く資本的支出又は修繕（いわ

ゆる増築や大規模修繕も含む。）」と表記されている。 
15  実施方針及び実施契約において、運営権者による実施が想定される増改築の範囲・概要、及び、管理者との関係で必要な

手続（運営権者が実施できる増改築であっても、管理者等の事前・事後の同意等を必要とする場合にはその旨）が明記され

ることが望ましいとされる（コンセッション・ガイドライン 11(1)2-3.(3)③④参照）。 
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ものとされており、移転の許可には裁量性がないと解されると説明されている（コンセッション・ガイドライン

13(1)2.(2)）。また、管理者等の判断により運営権の移転に一定の要件を課す場合は、予見可能性を高

める観点から、実施方針において、移転を受ける者が備えるべき要件等運営権の移転に関する条件を予

め規定する必要があるとされている（コンセッション・ガイドライン 13(1)2.(3)）。 

上記により、運営権の移転が許可されるか否かについての予見可能性は一定程度高められたといえる。

但し、上記②の要件の充足に関する判断は、その性質上、実質的･定性的なものとならざるを得ないように

も思われる。今後の運用が注目される。 

 

7. 運営権の取消し 

 

管理者等は、運営権者に一定の事由が生じた場合や、公益上やむを得ない必要が生じた場合、運営権

を取り消すことができる（PFI 法第 10 条の 16）。 

公益上やむを得ない必要が生じた場合における運営権の取消しに伴う損失の補償（PFI 法第 10 条の

17）は、公共用地補償基準における営業補償の基準に従い行われるとされている（コンセッション・ガイドラ

イン 14(3)2.(1)以下）。 

また、運営権が取り消された時点において、すでに運営権者が支払った運営権対価のうち残余の事業期

間分に対応する分については、運営権者へ支払う必要があるとされている（コンセッション・ガイドライン

14(3)2.(6)）。 

なお、取消しの対象となった運営権の上に抵当権があるときは、原則として、管理者等はその補償金を

供託しなければならず、抵当権者は、当該補償金に対してその権利を行うことができる（PFI 法第 10 条の

17 第 6 項、第 7 項）。 

 
III. PFI 事業の多様化・大規模化への対応 

 

プロセス・ガイドライン及び契約ガイドラインの改定では、PFI 事業の多様化・大規模化に対応するため、

選定事業者（SPC）の株式の譲渡に関する記述や、株式会社以外の法人形態の許容に関する記述が追加

された。 

 

1. 選定事業者（SPC）の株式の譲渡 

 

これまでは、コンソーシアム構成企業が事業期間を通じて選定事業者（SPC）の株主となることが前提と

され、基本協定又は PFI 事業契約において、SPCの株式譲渡は、管理者等の承諾がない限り、禁止される

ことが多かった。しかし、今般の契約ガイドラインの改定により、株式譲渡の制約の必要性は、事業内容、

事業段階等によって異なり、株式譲渡の条件は、各コンソーシアム構成企業が選定事業において果たすべ

き役割に応じて、適切な事業実施を図る上で必要最小限のものとすることが望ましいとされた（契約ガイドラ

イン 6-2 第 2 項、同別紙「基本協定」第 3 項）。 

例えば、施設等の建設を行う PFI 事業において、コンソーシアム構成企業に当該建設を行う建設会社が

含まれている場合には、当該施設等の建設後一定期間を経過した後は、当該建設会社は保有するSPCの

株式の譲渡を行うことができる旨を PFI 事業契約等に明記することも考えられるとされている（契約ガイドラ
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イン6-2第2項(1)）。また、譲渡制限の方法として、譲渡先が予め設定したネガティブリストに該当しないこ

とを条件として事後の届出制とすることも、例として挙げられている（契約ガイドライン 6-2 第 2 項(2)、同別

紙「基本協定」第 4 項）。 

なお、新株予約権付社債の社債権者による新株予約権の行使や金融機関による担保権実行に伴う

SPC への一定の介入権の行使（ステップイン）によって、債権者が SPC の株式を有する可能性がある場合

には、株式譲渡と同様の要件を満たす必要があるとされていること（契約ガイドライン 6-2 第 2 項(2)）に注

意が必要である。 

 

2. 株式会社以外の法人形態の許容 

 

これまでは、応募した民間事業者が選定後にPFI事業を実施するために設立し、PFI法上の選定事業者

となる法人の形態としては、株式会社によることが多かったが、株式会社以外の法人格を活用した事業ス

キームも採用できることが明確にされた（プロセス・ガイドライン 4-1(10)）。 

但し、その際、①事業スキームの準拠法及び事業を規定する個別法上事業実施が可能であること、②事

業契約等の当事者として、十分な事業実施能力が持続的に担保される事業スキームであることが必要であ

るとされていることに留意が必要である（プロセス・ガイドライン 4-1(10)）。 

 
IV. 民間ノウハウの活用促進 

 

プロセス・ガイドラインについては、民間ノウハウの積極的活用や民間事業者の参入意欲の向上のため

の改定もなされている。 

 

1. 民間提案制度の活用 

 

民間のノウハウや創意工夫の活用促進のため、PFI 法の平成 23 年改正により、PFI 事業に関する民間

事業者による提案制度（PFI 法第 5 条の 2）等が導入され、PFI 事業の実施に関する基本方針でも民間提

案に対する措置が規定された。 

そして、今般のプロセス・ガイドラインの改定では、民間ノウハウの更なる活用のため、(i)民間事業者が

民間提案を行うために必要な情報の管理者等による公表・情報提供の拡充、(ii)民間提案に含まれる知的

財産の保護、(iii)民間事業者の選定における民間提案に対する加点評価などの記述が追加された（プロセ

ス・ガイドライン 1-2、同 4-1(13)）。 

 

2. 民間の創意工夫を生かすための事業者選定方法 

 

また、民間の創意工夫を生かすための民間事業者の選定手続に関する記述も追加された。 

具体的には、PFI 事業における民間事業者の選定について、(i)管理者等のみでは要求水準等を設定す

ることが困難であるため、多面的な観点から幅広い提案を求める必要があり、かつ、会計法第29条の3第

4 項に規定する随意契約によることができる場合については、「企画競争」、「公募型プロポーザル」等いわ

ゆる「競争性のある随意契約」によることができることが強調されたこと（プロセス・ガイドライン 4-1(11)①
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-1）や、(ii)「競争的対話方式」に関する記述が盛り込まれたこと（プロセス・ガイドライン 4-1(11)①-2）が

注目される。 

また、(iii)技術提案制度（PFI 法第 7 条の 3）の活用に関する記述も追加された（プロセス・ガイドライン

4-1(11)②-3）。 

 
V. PPP/PFI をめぐる最近の動き 

 

1. 官民連携インフラファンド創設へ 

 

本年 6 月 5 日、改正 PFI 法が成立し、本年 6 月 12 日に公布された 16。今回の改正 PFI 法では、官民

連携インフラファンドとして株式会社民間資金等活用事業推進機構を設立し、これを通じて独立採算型の

PFI 事業に対する金融支援等を実施することが定められている。 

国の資金を呼び水として、独立採算型の PFI 事業に対する民間資金の導入を促進し、インフラ投資市場

を育成することにより、財政負担の縮減や民間の事業機会の創出を図ることが期待されている 17。 

 

2. PPP/PFI の抜本改革に向けたアクションプランの策定 

 

PFI 事業に関するガイドラインの改定・策定と同日の本年 6 月 6 日、内閣府・民間資金等活用事業推進

会議は、「PPP/PFI の抜本改革に向けたアクションプラン」を決定した 18。同アクションプランは、PPP/PFI

事業として下記の類型による事業を重点的に推進するとしており、併せて、類型ごとの事業規模目標（今後

10 年間（平成 25 年から平成 34 年まで）で合計 10～12 兆円）を示している。 

 

(1) 公共施設等運営権制度を活用した PFI 事業： 2～3 兆円 

＜具体的取組＞ 空港、上下水道事業におけるコンセッション方式の積極的導入 

(2) 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 事業等： 3～4 兆円 

＜具体的取組＞ 高速道路（特に大規模改修が必要な首都高）など、公共施設の維持・

更新に PPP 的手法の導入検討 

(3) 公的不動産の有効活用など民間の提案を活かした PPP 事業： 2 兆円 

(4) その他の事業類型（業績連動の導入、複数施設の包括化等）： 3 兆円 

 

                                                   
16  同法は、公布の日から 3 ヶ月以内に施行される予定である。 
17  政府の平成 25 年 6 月 14 日付「日本再興戦略―JAPAN is BACK―」48 頁、49 頁参照。 
18  政府の成長戦略（平成 25 年 6 月 14 日付閣議決定「経済財政運営と改革の基本方針～脱デフレ・経済再生～」（いわゆる

「骨太方針」）24 頁、政府の平成 25 年 6 月 14 日付「日本再興戦略―JAPAN is BACK―」48 頁等参照）においても、同

アクションプランの実行が謳われている。 
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3. 民活空港運営法の成立 

 

本年 6 月 19 日、民間の能力を活用した国管理空港等の運営等に関する法律（以下「民活空港運営法」

という。）が成立し、本年 6 月 26 日に公布された 19。 

民活空港運営法は、国及び地方公共団体が設置・管理する空港の運営を PFI 法のコンセッション方式に

より民間に委託することを可能とするため、必要な関係法律の特例等を定めている。 

今後、国土交通大臣が空港運営に関する基本方針を定めることが予定されており、民間企業が参入しや

すい制度となるか、今後の動向が注目される。 

 
VI. 結び 

 
本稿では、新たに策定・改定された PFI 事業に関するガイドラインの内容を概説し、PPP/PFI をめぐる最

近の動きを紹介した。 

PPP/PFI 事業、とりわけコンセッション方式によるインフラの運営については、大きく制度整備が進むとと

もに、政府もその活用に前向きな姿勢を示している。また、空港、道路、上下水道等のインフラ事業へのコ

ンセッション方式の導入について、各方面で検討が行われている。さらに、官民連携インフラファンドの創設

や上場インフラ市場の整備の動き 20など、金融面での環境整備も進みつつある。 

森・濱田松本法律事務所では、PPP/PFI やインフラ市場について、最新の情報及びそれに基づく法的な

助言を提供できるよう、今後の動向を鋭意フォローしていく所存である。 
 

                                                   
19  同法は、公布の日から 1 ヶ月以内に施行される予定である。 
20  東京証券取引所上場インフラ市場研究会「上場インフラ市場研究会報告－我が国における上場インフラ市場の創設に向け

て－」（2013 年 5 月 14 日）。その内容については、当事務所の Structured Finance / Capital Market / Asset 
Management Bulletin 2013 年 5 月号もご参照。 
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News 
 
 Best Lawyers(ベスト・ロイヤー)による The Fourth Edition of Best Lawyers in Japan

に、当事務所の弁護士 55 名が選ばれました。 
 

 国際的法律雑誌である ALB(Asian Legal Business)による ALB Japan Law Awards 
2013 において、当事務所の手がけた案件が、 

・「Real Estate Deal of the Year」 
- SOFTBANK Acquisition Finance of FUKUOKA YAFUOKU! DOME  

・「TMT Deal of the Year」 
- eAccess-Softbank Share Exchange  

を受賞いたしました。 
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