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1.は じめに

従来型 の公 共事業 に代 わって,PF I(
Pr
i
vat
eFi
nanc
eI
ni
t
i
at
i
ve)が注 目され てい る｡
これ は,官民の混合型 か ら協働型 ‑ の移行 を意 味 してお り,かつ第三セ クター の経営 ･管
理体制 の限界 を克服す るもの とされ てい る 1)
0

93事業 あ り,その 64%が文化 ･
現在 ,構想 ･計画 され てい る PF I事業は ,21分野で 1
コ ミュニテ ィ施設,庁舎,余暇 ･スポー ツ施設, ごみ処理施設 であ り,生活基盤 か ら産業
基盤 まで幅広 い｡また,
今後 PF I事業が公 共事業 の 1
‑2割 を 占める と予想 され てい る 2)
0
本稿 では,代表 的 な産業基盤 で ある港湾整備 にお ける PF I導入 の現状 と今後 の課題 に
ついて,北九州 市のひび きコンテナ ター ミナル の事例 を考察す るO

2.港湾整備 事業‑ の PF I導入
運輸省港湾局 は,政府 の PF I導入 の検討 にあわせ て,港湾事業 としての取 り組み を検
討 して きた 3)
｡ そ の検討結果 は,次の よ うな もので ある

｡

港湾整備事業 は,不特定多数 の利用者 を対象 に実施 され る公 共性 の高 い事業であ り,受
益者 を特定 し料金 を徴収 で きる市場性 の高い分野は多 くない｡ こ うした港湾整備事業 の特
性 か ら, PF Iの対象 としては,収益性 の確保 があ る程度見込 まれ ,民 間事業者 の ノ ウ‑
クが活 か され る可能性 が高 く,民間に よる投資 が期 待 できるこ とが不可欠 である｡ 事業 に
よ り生 じる収益 を もって費用 を支弁す るこ とが可能 で あるものは積極 的 に民間に委ね る と
した ｢
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 (
以 下, PF I法
と略)｣の理念 か ら,これ に合致す る事業 として公 共荷捌 き施設整備 事業 (
利用効率の向上
や物流 コス トの低減 に資す る荷役機械等 の港湾施設 の整備 を行 う事業) と放置艇対策事業
(
放置艇 の解 消 に寄与す る係 留 ･保 管施設等 の施設整備 を行 う事業) をあげてい る｡
この よ うに,運輸省 は, PF I事業 の条件 として収益性 がある程度 あ ることをあげてい
るこ とか らみ て , PF I事業の 3類型 の 中の独 立採 算型 を念頭 に置 いてい るもの と思 われ
る｡
公 共荷捌 き施設整備 事業‑ の PF I導入 に よって,次の よ うな効果 が見 られ る としてい
る｡公 共 ター ミナル は,公共性確保 の観 点か ら不特 定多数 の利用者 に対 して,優先利 用 の
原則 を とってい る, しか し, このた め一つの ター ミナル を複数 の港運事 業者 が分割 して利
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用 してい るた め,特 定の船会社 に専用的 に貸 し付 け一元的な管理 が行 われ てい る外貿埠頭
公社 の ター ミナル と比べ て,一般 的に効率が悪 い｡したが って,公 共投資効率化 のた めに,
岸壁 と背後ヤー ドの一体 的管理,背後ヤー ドの特定単一オペ レー ター に よる一体的運 営,
複数 の海運業者 ･
港湾運送事業者 に よる共 同利用 を満 たす 管理運営方式 が求 め られ てい る｡
そ して, この方式 を PF Iの導入 に よって達成 し, ター ミナル の使用効 率 の向上,利 用者
の利便性 向上,事業者 の収益 の増 大が図 られ る と してい る 4)｡運輸省 は,手始 め として,
常陸那珂港 と北九州港 の コンテナ ター ミナル整備 事業 に PF Iを導入 した｡
公共 ター ミナル の荷役機械等 の上物 について は,港湾管理者 が施設使 用料 を償還 資源 と
す る起債事業 に よ り整備 して きた｡ しか し,先 に見 た よ うに,港湾整備 事業 は,本来収益
性 は高 くないた め, PF I導 入 にあた って は各種 のイ ンセ ンテ ィブが付 与 され てい る｡

2000年度 か ら,中枢 中核 国際港湾 にお ける PF I事 業 について,埠頭整備 資金貸付事業 (
港
湾法第 55条 の 7)に基づ く無利子貸付金 の融資,財 政投融資 (
特別転貸債 ,40% を上限),

/
2),その他 (
財政投融資政策金利 Ⅲ,特別 土地保
税制優遇措置 (
固定資産税 ,課税標準 1
有税 の非課税 ) の優遇措置が とられ てい る｡

3.ひび きコンテナ ター ミナル整備事業 と PF I
(1)環黄海 圏ハブポー ト構想

995年 7月 ,港湾整備 に関す る長期計画である 『大交流時代 を支 え
運輸省港湾局 は, 1
る港湾』を策 定 した 5)｡ この 中で,国際 コンテナ港湾の国際競争力 を強化 す るために,東
京湾,伊勢湾 ,大阪湾及 び北部 九州 を中枢 国際港湾 と位 置づ け,国際‑ ブ港 と して,5
,
000

‑6,
000TEU積み の大型 コンテナ船 に対応 で きる水深 1
5メー トル以上 の大水深岸壁 を有
す るコンテナ ター ミナル を整備す る とした｡

996年 3月 に ｢
北 九州港響灘環黄海 圏ハ ブポー ト構想｣
これ を受 けて,北 九州市は, 1
020年 には,北米 ･欧州航 路の本船 が寄港 で きる水深 1
5‑1
6mの
を策定 した｡ これ は,2
岸壁 6バース,水深 1
2m岸壁 4バー ス,水深 1
0m岸壁 2バース を有す る大水深 コンテナ
ター ミナル を整備 し,年 間 1
50万 TEUの貨物 を取 り扱 うこ とを 目標 と してい る

｡

本構想 の第一期整備事業 として ,
1
997年度 か ら総 事業費 1
,
000億 円の響灘 大水深港湾整

0万 TEUの貨物取扱能力 を
備事業が開始 された｡ これ は,北 九州 市若松 区響灘 地 区に 5
有す る水深 1
5m岸壁 2バー ス,水深 1
0m岸壁 2バースを整備 し,西 日本地域 一帯及 び今
後の コンテナ貨物 の増大が予想 され る中国 ･環 黄海 圏において発 生す る北米 ･欧州 向け貨
物 の中継 (トランシ ップ)拠点機 能 を担 う国際ハ ブポー トを 目指す ものであ り,2
003年 度
の開業 を予定 してい る｡

(2)ひび きコンテナ ター ミナル整備 ‑の PF I導入 の経緯
北九州市は,2
000年 2月 22日,ひび きコンテナ ター ミナル を環黄海 圏のハ ブポー トと
して機 能 させ ,アジアの主要港 に負 けない国際競争力 のあるサー ビス を提供す るために,
｢
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 (
以 下 ,PF I法 と略)｣
を ｢
ひび きコンテナ ター ミナ ル ｣ の整備及び運営 に活用す るための検討 を開始す る と発表
した 6)0
その後,5月 1
1日,国の

｢
PF I事業の実施 に関す る基本方針｣を受 けて, PF I法 に

基づ く特 定事 業 の選 定及 び民 間事 業者 の選 定 を行 うに当た っての基本 的 な考 え方 を示す
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｢
ひびきコンテナ ター ミナル にお ける PF I事業 に関す る実施方針｣を発表 したOさらに,

6月 15日,本事業を特定事業 として選定 しこと及びその評価 の結果 を公表 し,併せて当該
特定事業 を実施す る民間事業者 を選定す る際の ｢
ひびきコンテナ ター ミナルの PF I事業
募集要項 ｣ を発表 した｡
シンガポール) を総括代表者 とす る
現在,第 1次審査 と第 2次審査 を経て, PSA社 (

PSA グループを優先交渉者 (
民間事業者)として選定 し,基本協定 と出資協定 を締結 し,
ター ミナル運営会社 を設立す る予定 となっている｡

(3)ひび きコンテナ ター ミナル PF I事業の概要
ひびきコンテナ ター ミナル PF I事業は,民間事業者 によ り,ガン トリー クレー ン等の
荷 さばき施設等 の整備及び維持管理並びにコンテナ ター ミナルの運営 (コンテナ荷役作業
を含む) を一体的に行い,船会社等のター ミナル利用者 に対 して,国際競争力のあるコン
テナ貨物取扱サー ビスを提供 し,同時に積極的な集貨及び航路誘致活動 を行 うことによ り,
コンテナ貨物取扱量の増大に取 り組む ことを内容 としている7)
｡公共施設は, ‑1
5m2バ
ース, ‑1
0m2バース, コンテナ ター ミナル用地約 43‑ クタール,年 間貨物取扱能力 50
万 T EUである｡

この事業を担 う運営会社は,商法に規定す る株式会社であ り,港湾法第 55条の 7に定
められている支援制度 を活用す るために,北九州市が出資す ることになっている｡
この運営会社 と国 ･北九州市の業務範囲は,以下のごとくである｡運営会社は,上物施
設であるガン トリー クレー ン及びヤー ド内荷役機械 の整備及び維持管理,オペ レー シ ョン
システムの構築及び維持管理,その他の荷 さばき施設の内,運営会社に よって整備 を行 う
もの として提案 され た施設の整備及び維持管理 , コンテナ ター ミナルの運営を担 当す る｡
国 ･北九州市は,防波堤,航路,泊地,岸壁,ヤー ド等の基礎構造物の整備,その他荷 さ
ばき施設の内,市が整備す るもの と決定 した管理棟 ,ヤー ド舗装 を担 当す る｡
運営会社は,船会社等のター ミナル利用者 に対 しコンテナ取扱サー ビスを提供す ること
によ り収入 を確保 し,人件曹,維持管理費等の運営経費の支払い及び投資 した建設資金等
の回収 を行 う｡ また,運営会社は,ヤー ド等の市の所有す る施設 を使用す る対価 として,
市に対 して使用料 を支払 う｡
事業の継続が困難 となった場合の措置は,市は,事業の継続 を最優先 として,運営会社
に資金供給 を行 う金融機 関 との協議 を行 う等事業実施協定に定める措置 をとる｡ また,市
は,運営会社 による事業の継続 が困難 となった場合は,それ を回避す るために行われ る運
営会社に対す る追加融資,資金貸付,債務保証等 に応 じる等一切の義務 は負 わない として
いる｡
予想 され る リスク分担は,
運営会社が実施す る事業に係 る リスクは運営会社が担 うこと,
市の責めに帰すべ き事 由がある場合は市が責任 を負 うこと,運営会社が事業を実施す るに
当た り,故意又は過失 によ り市又 は第三者 に損害を及ぼ した時は,運営会社がその損害の
賠償 を負 うこと,災害等不可抗力 による場合に備 えて,運営会社はその保有す る施設等に
関 し災害保険‑の加入等の予防措置を講ず ることを基本的な考 え方 としている8)0
(4) ひび きコンテナ ター ミナル PF I事業に期待 され る効果

北九州市は,ひび きコンテナ ター ミナル整備 に PF Iを導入す る 目的について,民間の
資金,経営能力及び技術的能力 を最大限に活用す ることによって,公共 コンテナ タ‑ ミナ

‑18‑

ル施設 の整備 の促進 と利用効率の 向上 を図 るこ とに ある としてい るo

PF I方式 に よって整備す るこ とに よって,民間事業者 の ノ ウ‑ ウや 投資資金 回収努力
による施設稼働 率の 向上や施設整備及び維持管理 にお けるコス トダ ウンが期待 で きる｡ こ
れ に よ り,アジアの主要港 に負 けない国際競争力 の あるコンテナ貨物取扱 サー ビスの提供
が可能 とな り,サー ビス水準の向上 と取扱貨物 量の増大が期待 で きる｡ また,施設整備及
び管理運営 の リス クを民間事業者 に移転 で きるこ とに よ り,市の事業 リス クが軽減 で きる｡
以上の こ とか ら,ひび きコンテナ ター ミナル が環 黄海 圏の‑ ブポー トとしての機 能 が実
現 され ,北米 ･欧州 向け コンテナ貨物等 の取扱 貨物 量が増大 し, さらには周辺 開発や雇用
の促進 な ど,市が直接事業 を実施す る場合 と比 べて大 きな事業効果 と経 済効果 が もた らさ
れ る としてい る 9)0
ひび き コンテナ ター ミナル整備 ‑の PF I導入 は,以上の事業効果 と経 済効果 が期待 さ
れ てい るのであるが,それ を担 うのが選定 され る民 間事業者 である,
,
フィ リピン), PSA社 (
シンガポール),三菱商事 ･
第 1次審査 では, ICTS I社 (

SSAイ ンターナ シ ョナル社 (
アメ リカ), 日本通運,上組 ,丸紅 , 日商岩井 ･日立造船 の
コンテナ ター ミナル オペ レー ター な ど 7グルー プの応募 があった｡ これ らの グルー プの応
募 内容 について,経 営及び財務状況 の健全性 ,安定性 ･信頼性 ･事業実施能力 の有無 ,辛
業実施体制 の信頼性 等 の各項 目について審査 した結果 ,7グルー プ全 てを合格 と した 10)0
さらに,第 2次審査 では, 日商岩井 グループ と PSAグルー プの 2グルー プの応募 があ
った｡前者 は, 日商岩井が 46%, 日立造船 が 44%,市が 1
0%出資 し,資本金額 6,
000万

5万 TEUを
円の運営会社 を提案 し,施設計画 は取扱能力年 間 50万 TEU,集荷 計画は 3
提案 した｡後者 は, PSA社が 60%,上組等 1
6社 が 3
0%,市が 1
0%出資 し,資本金額

3
8億 5,
000万 円の運営会社 を提案 し,貨物取扱能力 1
1
2万 5,
000TEU,1
1
2万 5,
000T
EUの トランシ ップ貨物 の集荷計画 を提案 した 11)
0
審査委員会 は, この 2 グルー プの提案 について, ｢
環黄海 圏ハ ブポー ト構想 ｣ 実現 に向
けた戦略,管理 ･運 営 システム構築計画,施設整備 計画,資金調達計画及 び北九州 市‑ の
使用料支払計画,事業収支計画, ター ミナル運営実績 の各項 目を審査 した結果 PSA社 を
優先交渉者 として選定 したが,そ の理 由は以下の点 である｡す なわち,① 貨物取扱 量及 び
基幹航路 にお ける寄港船舶数 が多 く見込 まれ,ハ ブポー ト機 能が十分 に発揮 され るこ と,
②大連 cT ･仁川 CT ･ひび き CT トライ アン グル ネ ッ トワー ク構想 な ど,集 貨戦略及 び
航路誘致戦略が具体 的であること,③施設 内容 が充実 L IT対応 の機 能 を備 えコンテナ貨
物 を効率的 に処理 で きること,④ コンテナ取扱 実績 のある企業等 で構成 され事業実施 体制
が確実であるこ と,⑤運営会社の資本金額が大 き く安定性 があることで ある 12)O
『日本 一安 い経 費の港』
さらに,ひび き コンテナ ター ミナル整備 ‑の PF Iの導入 は, ｢

『
3
65日 24時間稼働 の港』 『定時性 ,信頼性 ,効率性 の高い港』 の 目標 実現 に向け,効率
的に施設 を整備す る とともに,古い習慣 に とらわれ ない一元的な運営体制 を構築 し, アジ
ア主要港 に負 けない質の高い,国際競争力 の あるサー ビスを提供 しなけれ ばな らない｡｣ 1
としてい るよ うに,古い習慣 に とらわれ ない一元的な運営体制 を構築す るこ とも 目指 さ
れてい る｡
3)

4.ひび きコンテナ ター ミナル整備事業の公 共性
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(1)外部効率性

公 共部 門が PF I事業 を選択す る基準は ,PF I事業によって VFM (
Val
uef
orMoney)
が発生す るこ と,す なわち支払額 に対す る受取価値 が最大化す ることである｡ PF I事業
によって V FM が発 生す るな らば効率的である とされ る｡ ここで重要な ことは, PF I事
業の効率性 とは公共負担 の削減 とい う内部効率性 を意味す るだけではな く,同時にそれが
地域 のニーズに適合 している とい う外部効率性 を も意味 している 14)0
コンテナ ター ミナル は,生産基盤 であるためそれ が外部効率性 を有す るためには,地域
経済活性化 (
地域振興) とい う機 能がなけれ ばな らないo
ひび きコンテナ ター ミナル を運営す る第三セ クターは,株式会社 であるため採算性 を確
保 しなけれ ばな らない｡ このため, PSA社 は,大連 cT ･仁川 CT ･ひび きCT トライ
アングルネ ッ トワー ク構想 による トランシップ貨物 の集貨計画を提案 していた｡ しか し,
この集荷計画 に対 して,貨物 の 4分 の 3は 日本 国内か らの集貨 を見込んでい る として,上
組 と 日本通運 の 2社が グルー プか らの離脱 を表明 した 15)｡ こ うした集荷 計画は,北九州
市の既存 の コンテナ ター ミナルだけでな く近 隣諸港 との競合 関係 を招来 し,形成 され てい
る港湾 と背後地のバ ランスを有す る地域経済に新たな不均衡 を持 ち込み,地域経済の活力
を弱体化 させ かねない.
) こ うした外部効率性 の問題 を解決 しなけれ ばな らない｡
(2) 地方 自治法の ｢
公 の施設｣

港湾施設 は,地方 自治法第 244条の ｢
公 の施設｣であ り,不当な差別的扱 いを禁止 して
い る｡また,第 244条 2において施設の委託制度 を定めてお り,施行令 1
73条 によれば受
託者 は 自治体 の出資比率 1
/2以上の団体 とされてい る,
,
自治省 は,事務次官通知 ｢
地方公共団体 にお ける PF I事業 について｣ (
2000.
3.
29) に
おいて,受託者 の要件 を満た さない場合 も,公 の施設の維持補修等 のメイ ンテナ ンス,響
備 ,清掃 な どの事実上の業務 を行 わせ ることが可能 とした｡ これ に対 して, 日本生産性本
部のアンケー ト調査 では, 自治体 も民間 も,法改正す るな どして明確 な法的位置づけを図
らない限 り混乱す る としている 16)0
(3) 情報公 開

pF I事業 は, PF I法第 8条 で特定事業 と民間事業者 の選定について,基本方針 で事
業計画や協定 を公表す ることを定 めている｡
.また,基本方針では,｢
適正な公共サー ビスの
事業の実施状況報告 ｣ ｢
財務状況報告 ｣等の提 出を定めている｡
提供 を担保す る｣た めに ｢
しか し,これ らの公表 は,｢
民間事業者 の利益 を害す る恐れ｣がある事項 は公表 しな くて も
よい とされ ている｡
ひび きコンテナ ター ミナル の場合,資金調達計画や事業収支計画は公表 され ていない｡
また,集荷計画 も事後的に問題 が指摘 され ている｡ したがって,｢
具体的な不利益 ｣が明 ら
かに され ないまま,公共事業であ りなが ら情報 が公 開 されてお らず, ｢
民｣ と ｢
議会 ｣ ｢
住
民｣ との間のパー トナー シ ップの形成上重要な透 明性 に限界がある

｡

5.むすび
以上,ひび きコンテナ ター ミナル を事例 に して,港湾整備 にお ける PF I事業について
考察 してきた｡

pF I事業は,官民の協働 による第三セ クターの限界 を克服す る公共事業の新手法 とし
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て期待 され てい る｡ しか し,本稿 で考察 した よ うに, PF I事業が公 共事業で ある以上求
め られ る公 共性 につ いて解決 しなけれ ばな らない点 が あることもまた事 実 で ある｡ これ ら
の点 を解決 しな けれ ば, pF I事業 の定着 は困難 で ある

｡
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1)拙稿 ｢PF I事 業の基本構造 と財 政 ｣ (
『宮崎 大学教 育文化 学部紀 要 社会科 学』 第 4
号,2
001年 3月 ,男揮智治 ｢
pFIに関す る一考察 ｣ (日本港湾経済学会編 『港湾経 済
研 究』 No
.
3
9,2
0
01年参照｡

2)産業 タイ ムズ社 『
pF I最前線 』2
0
01年参照｡
3)特集 ｢
pF Iと社会資本整備 ｣ (日本港湾協会 『港湾』Vbl
.
77,2
00
0.
3
)2
2頁｡
4)同上,2
4頁｡
5)運輸省港湾局編 『大交流時代 を支 える港湾』 1
99
5年｡
6) 北 九州港響灘 大水探 コンテナ港湾整備促進期成 会 『響灘‑ ブポー トニ ュース』 V
b
l
.
6,
2
0
01年 2月｡
7) 同上｡

8)北九州市 『ひび き コンテナ ター ミナル PF I事 業募集 要項 』2
00
0年 6月 , 1
3頁｡
9) 北九州市長 ｢
特定事業 (
ひび きコンテナ ター ミナル整備及び運営事 業) の選定 につい

て｣ 2
0
0
0年 6月 1
5日｡

1
0
)『響灘ハ ブポー トニ ュース』Vo
l
.
50
ll)ひび きコンテナ ター ミナル PF I事業審査委員 会 『ひび き コンテナ ター ミナル PF I
事業最終審査結果報告書 (
概 要版)』2
0
0
0年 1
2月 2
6日｡

1
2
)同上｡
1
3
)北 九州市 『ひび き コンテナ ター ミナル PFI事 業 に関す る実施方針 』20
00年 5月
1
4
)神 野直彦 『自治体壊滅』 NTT出版 , 1
99
9年 , 1
37頁0
1
5
)『日本海事新 聞』 2
001年 4月 9日｡
1
6)社会経済生産性本 部 ｢
pFIに関す るアンケー ト調査結果 ｣ 2001年 8月 2日｡
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