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マニラ首都圏NCR（National Capital Region）
は、首都マニラ市や旧首都ケソン市を含む16都市
（city）と１町（municipal）で構成され（図表１）
、

担やPPPのリスクシェアリングのあり方について、
諸外国の事例から得られる教訓を整理し、今後、フ
ィリピンに望まれる政策対応を検討してみたい。
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面積が619.5km と東京23区に匹敵し、人口は1155万
人を数える（2010年推計値）
。人口密度は１万8647
人／km2と、国際的にも高密度大規模都市域のひとつ

図表１

マニラ首都圏地図

となっている。2010年年初に米誌フォーブスが発表
した世界の人口高密度都市トップ20で、第15位にラ
ンクされた。マニラ首都圏の人口は、依然として毎
年１％を上回る伸びを続けている。国連は、2025年
にかけて年平均人口増加率を1.61％と見込んでいる。
このように人口が増加を続けるなかで、持続可能な
発展に向け、公共交通を中心とする都市交通システ
ム、すなわちMRT/LRT（Mass Rapid Transit/
Light Rail Transit）の構築が急務となっている。
一般に、高密度で大規模な空間では、軌道系の
「集約型」システムが経済性を発揮しやすいことで知
られている。また、軌道交通は道路交通に比べると
環境への負荷も小さい。マニラは、東アジアとして
は相対的に早期の1980年代にライトレールによる高
架鉄道網の整備に着手したものの、依然として輸送
手段の中心は道路交通が担っており、交通渋滞や大
気汚染が深刻となっている。
昨年６月末に就任したアキノ大統領は、官民連携
（PPP：Public-Private Partnership）によるインフ
ラ整備の推進を表明しているが、軌道交通整備事業
はインフラ・プロジェクトの中でも公共性・公益性
の高い事業であり、民間セクターの参入が進みにく
い分野とされている。本稿では、マニラ首都圏の都
市交通の現状と課題について、軌道交通を中心に概
観した後、都市軌道交通整備における官民の役割分
2

2011.7

注：２カ所ある「カロオカン」は飛び地。
出所：Zen Tech
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り沿いにケソン市ノースアヴェニュー〜パサイ市タ

1. マニラ首都圏の都市交通システム

フト・アヴェニュー（16.9km）となっている。
マニラ首都圏の交通量やモード別の分担について、

マニラ首都圏の交通システムでは、すでに軌道交

最近の動向の詳細は、包括的な調査が行われていな

通の利用の定着がみられるものの、絶対的な設備容

いため、必ずしも明らかではない。交通の実態を把

量の不足から、依然として道路交通への依存が高い。

握するためには、個人の交通行動について、いつ、

2009年の自動車登録台数は、フィリピン全国で622万

どこから、どこまで、どのような目的で、どのよう

台であるが、このうち28.5％の177万台がマニラ首都

な交通手段を利用したかといった交通情報を収集す

圏の登録となっている。このほか、リージョンⅢに

る、パーソントリップ調査が不可欠であるが、マニ

登録されている84万台や、リージョンⅣのカラバル

ラ首都圏では、1999年に公表されたJICAの支援によ

ゾン地方の登録となっている車両も、日中はマニラ

るマニラ首都圏総合交通改善計画調査MMUTIS

市内で運行していることが知られている。
道路交通では、パーソナルモードの自家用車のほ

（Metro Manila Urban Transport Integration
Study）を最後に、そうした調査は行われていない。

か、公共交通として、民間セクターの運営による路

2007年にMMPTS（Metro Manila Public Trans-

線バスやジープニー、FXタクシー、タクシーなどが

port Study）が公表されたが、そこで行われたトリ

ある。ジープニーは、トラックを改造した旅客用四

ップ調査は、エドサ通りを経由するバスの乗客のみ

輪車で、輸送容量ではバスに劣るものの、定められ

が対象となっている。それらの部分的な調査や、既

たルートを運行しつつも乗降が自由なため、市民の

存の交通ネットワークの構造などから推察されるの

足として広く利用されている。FXタクシーは、バス

は、自家用車しか利用しないごく一握りの高所得者

やジープニーと同様に定められたルートを運行する

層を除くと、軌道交通を含む公共交通モードについ

中型バンタイプの乗り合い型タクシーで、ジープニ

て、エリアごとの使い分けが浸透しているとみられ

ーと異なりエアコンが装備されており、1995年のサ

ることである。マニラ首都圏では、先述のとおり各

ービス開始以降、その快適性から利用が順調に拡大

モードを乗り継ぐ階層的な交通ネットワークが形成

している。このほか、サイドカー付き旅客用自動二

されている。

輪車のトライシクルがある。トライシクルは、決ま

一般に発展途上国の大都市では、所得階層による

ったルートを巡回する乗り合い型と、貸し切り直行

公共交通モードの使い分けがしばしば見受けられる

型がある。

が、マニラ首都圏では、MRT/LRTの運賃が低水準

道路交通の路線網をみると、バスでは、ほとんど
のルートがマニラ首都圏の環状幹線道路であるエド

に抑制されていることもあり、そうした傾向はあま
り認められないとされている注１。

サ通り（EDSA：Epifanio de los Santos Avenue）
を経由している。そして、それ以外の道路網をジー
プニーが担い、さらにバスやジープニーに接続する

注１：岡村敏之横浜国立大学大学院都市イノベーション研究院准教授
（2011年６月）「公共交通に対する意識調査とその実施例（2）」横
浜国立大学公開講座「都市交通計画最前線2011」
。

末端路線をトライシクルなどが運行している。
軌道交通では、フィリピン国鉄（PNB：Philip-

2. マニラ首都圏のMRT/LRT

pine National Railways）通勤線が、マニラ〜モン
テンルパ市アラバン（28.1km）を運行しているほか、
３路線のMRT/LRT（Metro Rail Transit/Light
Rail Transit）がある。それらの都市鉄道のルート

（1）概要
マニラ首都圏を運行するMRT/LRTの路線図は、
図表２のとおりとなっている。

は、LRT１号線が、南北方向にカロオカン市モニュ

LRT１号線は1984年12月に開業し、翌1985年６月

メント〜パサイ市バクラーラン（17.2km）
、LRT２

に全線が開通した。その後、北端のモニュメントと

号線が、東西方向にマニラ市レクト〜パサイ市サン

MRT３号線のノースアヴェニューを結び環状線の形

トラン（13.8km）
、そして、MRT３号線がエドサ通

成を目指すLRT１号線北伸プロジェクト（5.7km、
2011.7
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図表２

MRT/LRTの既存路線と新線建設および延伸計画

出所：DOTC, Investment Opportunities in the Transport Sector, February 2011

４駅、全線高架）が着工され、2010年３月に１駅

に引き下げられたこと、通貨ペソの減価に伴いドル
建て債務返済負担が増加したことなどが相まって、

（バリンタワク）目まで開通している。
LRT２号線は2003年４月に開業し、翌2004年４月
に全線が開通した。本路線の建設では、1996年３月

MRTCの資金難が深刻化し、2009年３月にはMRTC
のバイ・アウトを余儀なくされるに至った。

〜2005年７月にかけて、総額601億6900万円の円借
注２：主な出資者は、地場不動産事業者のFil Estate、Ayala land等。

款が供与されている。
LRT１および２号線は、中央政府による公共事業
として建設され、運輸通信省DOTC（Department

（2）運行実績

of Transportation and Communications）の外局

MRT/LRTの各路線の運行実績は、図表３のとお

（attached agency）であるライトレール公社LRTA

りである。各路線の乗客数は、2007〜10年にかけて

（Light Rail Transit Authority）が資産を所有し、

年平均伸び率がLRT１号線で9.4％、LRT２号線で

運行を行っている。

6.2％、MRT３号線で2.4％となり、2010年にはそれ

これに対してMRT３号線は、民活型整備事業とし

ぞれ、156万人、63万人、154万人となった。

て進められた。当初はBOT（Build-Operate-and

MRT３号線では、乗客数の伸びが低水準にとどま

Transfer）方式の導入が予定されていが、長期にわ

っている。このような利用の伸び悩みは、2009年に

たる交渉を経て1997年８月に、民間事業者のMRTC

乗車率が90％を超える高水準となっていることから

注２

（Metro Rail Transit Corporation） がDOTCと

も明らかなとおり、輸送能力拡張投資の不足（車両

の間でBLT（Build-Lease-and Transfer）契約（期

不足など）によるものである。MRT３号線では、コ

間25年、投資コスト６億5550万ドル）を締結し、資

ンセッション契約において商業リスクに対する政府

金を調達し建設を行った。1999年12月に開業し、翌

保証が手厚いものであった（15％のIRRを保証する

2000年７月には全線が開通した。DOTCは、MRTC

など）ため、民間事業者にとって経営の効率化やサ

から資産のリースを受け運行を行っていたが、需要

ービスの向上を図るインセンティブを欠くものとな

が当初の見込みを大幅に下回って推移したことや、

っていたことが指摘されている。

運賃が政治的介入によりコストを大幅に下回る水準
4
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LRT２号線では、絶対的な乗客数が増えないまま

【特集】フィリピンの都市交通セクターとPPPアプローチ

図表３

MRT/LRTの運行実績
（単位）

2007

2008

2009

2010

百万人
百万ペソ
％
倍

119.1
1,707.7
66.5
1.42

138.0
1,962.5
62.4
1.48

149.4
2,111.2
67.9
1.39

155.9
2,228.1
69.0
1.21

百万人
百万ペソ
％
倍

52.9
749.2
34.1
1.03

58.6
815.7
38.8
1.08

62.1
838.3
40.3
1.05

63.4
857.2
39.9
0.78

百万人
百万ペソ
％

142.9
1,719.8
59.2

138.5
1,610.0
58.0

151.7
1,866.1
93.8

153.5
NA
NA

LRT １号線
年間乗客数
運賃収入
乗車率
フェアボックス・レシオ
LRT ２号線
年間乗客数
運賃収入
乗車率
フェアボックス・レシオ
MRT ３号線
年間乗客数
運賃収入
乗車率

注：MRT３号線のフェアボックス・レシオは公表されていない。
出所：LRTA、DOTC

となっている。これは、同様のルートを走行するジ

初の17.00〜34.00ペソから、9.50〜15.00ペソに引き

ープニーからの競争圧力も、原因のひとつとされて

下げられた。その後、何度か引き上げが提案されて

いる。ちなみに、最低運賃を比較すると、ジープニ

いるが、実現には至っていない。直近では、2011年

ーが8.00ペソであるのに対して、LRT２号線は12.00

２月に、公聴会の混乱から、平均56％の引き上げ計

ペソとなっている。

画の延期が発表されている。ちなみに、路線バスの

LRT１号線では、フェアボックス・レシオが1.00

運賃は、2011年３月に、燃料費の上昇を受けて引き

を上回って推移しており、運賃収入で運行費用を賄

上げが行われた。その結果、エアコンを装備してい

うことのできる経営状況となっている。

る場合は、最初の５kmまでが12.00ペソで、それ以
上の距離について１km当たり2.20ペソが加算されて

（3）行政・管理機構および運賃政策
運輸行政は、鉄道、道路、海上交通、航空輸送の
全セクターについて、DOTCが管轄している。

いる。
なお、LRT/MRTの３路線では、共通チケット・
システムがすでに導入されている。

DOTCは計画の策定や事業の実施に責任を負う。
MRT３号線は、DOTC長官直属の部局である
「MRT３」が管轄している。DOTCは同路線の調達
主体であるとともに、事業実施主体となっている。
一方、L R T １および２号線は、先述のとおり、
DOTC外局のLRTAが所有・運営している。

（4）事業体の動向
LRTAは1980年７月に創設され、DOTC長官が会
長（Chairman）を務めている。
LRTAの財務諸表は図表４のとおりである。2005
年以降、運輸収入は伸びているものの、営業利益は

LRTAでは基本定款において、自身で運賃を決定

依然として赤字が続いている。2005〜07年にかけて

することができるとされている。しかしながら実態

は営業赤字を為替差益や補助金がカバーし、経常黒

的には、DOTCおよび大統領の認可が必要となって

字を創出していたが、2008年にはリーマン・ショッ

いる。LRT１および２号線では、2003年12月に大統

ク後の金融市場の混乱から多額の為替差損を被り、

領の強い意向を反映して運賃が引き下げられ、LRT

経常利益は118.8億ペソの大幅な赤字を記録した。

１号線は12.00〜20.00ペソ、同２号線は12.00〜15.00

2009年には、金融費用（支払い利息）の拡大や補助

ペソ（片道運賃）とされた。MRT３号線も、開業当

金の縮小もあり、経常利益は8.9億ペソの赤字となっ
2011.7
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図表４

LRTAの財務諸表

（単位：百万ペソ）

2005

2006

2007

2008

2009

2,058
2,176
373
▲ 118

2,231
4,501
2,815
▲ 2,271

2,450
3,777
1,826
▲ 1,327

2,770
3,428
1,332
▲ 658

2,941
3,404
1,079
▲ 463

232

2,672

2,397

▲ 11,224

▲ 431

1,271
1,093
17

3,269
1,458
825

2,747
1,425
1,034

▲ 10,258
1,591
560

1,003
1,726
224

114
114

400
400

1,070
1,058

▲ 11,882
▲ 11,882

▲ 894
▲ 894

資産の部
流動資産
固定資産
総計

3,224
42,850
46,074

3,935
42,054
45,989

2,288
44,061
46,349

2,758
48,419
51,176

2,254
51,045
53,299

負債の部
流動負債
固定負債
総計

4,681
41,350
46,032

5,440
39,587
45,027

2,414
41,727
44,141

2,654
58,173
60,827

5,037
59,385
64,422

6,056
▲ 6,014
42

6,056
▲ 5,094
962

6,056
▲ 3,849
2,208

6,056
▲ 15,707
▲ 9,651

6,056
▲ 17,179
▲ 11,123

708
▲ 4,912
4,167

922
▲ 653
▲ 401

1,533
▲ 271
▲ 253

1,559
▲ 1,144
▲ 269

170
▲ 1,160
534

▲ 37

▲ 132

1,008

146

▲ 456

損益計算書
運輸収入
営業費用
うち減価償却費
営業利益（損益）
営業外利益（損益）
うち為替差益（差損）
支払い利息（ネット）
中央政府補助金
経常利益
当期純利益
貸借対照表

資本の部
資本金
剰余金（▲欠損金）
総計
キャッシュフロー計算書
営業CF
投資CF
財務CF
現金増減

出所：Annual Audit Report各号より作成

た。2009年末現在、累積損失は171.8億ペソとなって

したことから、PPPアプローチによる整備事業では、

いる。なお、中央政府補助金は、定められた算出式

適切な官民のリスクシェアリングが鍵を握っている。

があるわけではなく、毎年の予算で決定されること

本節では、東京首都圏の地下鉄・都市鉄道、シン

になっている。

ガポールMRT/LRT、ロンドン・ドックランズ
LRT、ブラジル・サンパウロ地下鉄４号線、そして

3. 諸外国における
都市軌道交通整備の教訓

タイ・バンコクMRTの事例を整理する。それらの事
例から導かれる教訓について、結論を先取りしてい
えば、以下のとおりである。

軌道交通事業は、初期投資が多額のものとなる一

まず、東京首都圏とシンガポールの経験は、軌道

方で、投資の回収に長い時間を要する。しかも、イ

交通のネットワーク整備および運営に長年にわたり

ンフラ整備のもたらす利益の少なからぬ部分が外部

公的セクターが重要な役割を果たしてきたこと、そ

利益となるため、それらの内部化が図られない限り、

して、民営化は慎重を要することを示している。ま

民間セクターにとって、インフラ整備の資金調達コ

た、ドックランズLRTおよびサンパウロ地下鉄４号

ストや経営リスクを負担することは困難である。こう

線の事例では、総合的な開発計画・都市交通計画の

6
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存在、上下分離方式の活用、民間セクターの需要

的に弱いものとなっている。2007年３月期から、経

（ライダーシップ）リスクの回避または軽減といった

常収支がようやく黒字に転じたが、2010年３月末現

ことが、事業の推進に寄与したことを指摘できよう。

在、未処理欠損金は4309億円と、依然として高水準

そして最後に、バンコクMRTは、需要リスクおよび

である。

為替リスクが顕在化したケースとして、これらのリ

東京首都圏の郊外では、発達した民鉄ネットワー

スクについて公的セクターによる一定の負担が必要

クが展開している。民鉄のビジネス・モデルは「開

であることを浮き彫りにしている。

発型鉄道事業ビジネス・モデル」として知られてい
る。それは、鉄道事業というよりむしろ不動産開発

（1）東京首都圏の地下鉄と私鉄

事業というべきものである。軌道交通の敷設により

東京首都圏において、地下鉄は都心の中心的な交

職場と住居を遠隔化（郊外化）させ、沿線と終点の

通モードとなっている。事業主体は、東京メトロと

ターミナルにおいて開発を行うことで、安定的な旅

東京都交通局の２つである。東京メトロは９路線

客需要を目指す、いわば「沿線囲い込み戦略」であ

（179駅）で、営業キロ程は195.1kmとなっているが、

る。フィーダー輸送としてバスも活用されている。

私鉄やJR線との相互直通運転を含むと320kmのネッ

東京首都圏大手民鉄８社の合計で、営業キロ程は

トワークを有する。2010年３月期の年間乗客数は

1175.3km（693駅）で、2010年３月期の年間乗客数

23.1億人、営業利益は853億円、当期純利益は386億

は48億人、鉄道事業による営業収入は7672億円であ

円である。一方、都営地下鉄は４路線（106駅）で、

る。民鉄各社では、開発事業や不動産事業といった、

営業キロ程は109.0km、2010年３月期の年間乗客数

鉄軌道部門以外の付帯事業による売り上げおよび収

は8.5億人、営業利益は206億円、当期純利益は124億

益への寄与が小さくない。たとえば、1922年に創設

円となっている。

され、1953年に「東急多摩田園都市構想」を掲げ軌

東京首都圏の地下鉄事業は、1920年に民間企業と

道交通事業を核に大規模な不動産開発事業を展開し

して東京地下鉄道（株）が創設されたことに始まり、

てきた東急電鉄では、2011年３月末現在、グループ

1927年12月には浅草〜上野が開業した。その後、

企業として不動産、流通、ホテル、建設などの分野

1941年７月に、戦時下の国家総動員体制構築の一環

に連結子会社143社を有している。また、単体ベース

として、同社と東京高速鉄道（株）
（1934年創設）の

の営業収入に占める鉄軌道事業のシェアは、54％に

統合により、
（特）帝都高速度交通営団が創設された。

すぎない（直近５年の平均値）
。

こうして、民間セクターの地下鉄事業は公的セクタ
ーに移管された。

民鉄事業の成功は、効率的な経営、大規模かつ高
密度な市場、ラッシュ時の交通混雑といった要因に、

交通営団は設立以来、地下鉄の建設・運営に従事

このような不動産開発事業などの多角化が相まって

してきたが、1986年６月に行政改革の一環として完

もたらされた。しかしながら、1970年代以降は、沿

全民営化の方針が打ち出された。その後、2004年４

線開発などの一巡化により開発型モデルはもはや困

月に、南北線および半蔵門線の全線開通に伴う地下

難となり、民鉄による整備事業に公的支援の本格的

鉄ネットワークの概成を受け、民営化に向けた第一

な導入が必要とされるようになっている。

段階として解散され、特殊会社・東京メトロが設立
された。東京メトロの出資構成は、国（財務大臣）
が53.4％、東京都が46.6％となっており、今のところ
完全民営化には至っていない。
一方、東京都交通局が地下鉄事業に参入したのは、

（2）シンガポールのMRT/LRT
シンガポールは政府の強力なリーダーシップによ
る開発独裁型の経済発展で知られ、基幹分野では依
然として公的セクターが重要な役割を果たしている。

1960年である。同年に浅草線（押上〜浅草橋）が開

都市交通のMRT/LRTシステムも例外ではない。効

業した。都営地下鉄は、東京メトロに比較すると、

率性・信頼性の高い交通サービスの提供は、都市国

建設費が高騰した時期に立地条件の劣る路線の開発

家であるシンガポールにとって、経済的・社会的発

を担わざるを得なかったことから、財務基盤は相対

展の要となるものである。
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シンガポールのMRT（Mass Rapid Transit）は、

び東西線では2003年４月に、すでに1.0％に引き上げ

1987年11月の南北線の開業を皮切りに合計４路線が運

られている（図表５）
。環状線は今のところ0.5％であ

行しており、営業キロ程は129.4kmとなっている。一

るが、非運賃収入も対象となっている（図表６）
。ま

方、LRTはMRTのフィーダー線として機能しており、

た、コンセッショネアは一定期間経過後に、事業の

1999年11月のブキ・パンジャン線の開業を皮切りに合

採算性・持続可能性を検討したうえで、車両や信号

計３路線が運行しており、営業キロ程は28.8kmであ

システム、プラットフォーム・ドア、自動料金徴収

る。2010年３月期の旅客輸送人員は、MRTが183万

システムといったオペレーション関連資産をLTAか

人／日、LRTが９万2000人／日であった。

ら買い取ることになっている。南北線および東西線

MRTが開業した1987年以降、O&Mのアウトソー

では、1998年４月にすでにオペレーション関連資産

シングが行われている。運輸省およびその直轄機関

の買い取りが実行された。その際には補助金が供与

である陸上交通庁LTA（Land Transport Authori-

された。環状線については2019年５月に買い取りが

ty）が軌道、トンネル、高架橋、駅等のインフラを

予定されている。

整備・所有し、車両の調達、駅・路線の改築なども

（3）ロンドン・ドックランズLRT

行う一方、コンセッショネアは運賃収入で運行コス
トを賄うことが期待されている。

ドックランズ・ライト・レールウェーDLR

現在、O&M（Operation & Maintenance）の委

（Docklands Light Railway）は、1981年に着手さ

託を受けているのは、SMRT Corp.と、大手民間バ

れたロンドン東部ウォーター・フロント再開発の一

ス運行会社のSBS Transit Ltd.である。SMRT Corp.

環として、ロンドンの金融・商業の中心シティーと

は、2000年３月に株式の上場を果たしたが、依然と

ドックランズを結ぶ新しい交通機関として整備され、

して過半数をシンガポール政府投資会社テマセク・

1987年８月に開業した。ドックランズ再開発は、軌

ホールディングスが所有している。同社は、バスや

道系交通システムを軸とする公共交通指向型開発

タクシーも運行するマルチ・モーダル・オペレータ

TOD（Transit Oriented Development）モデルの

ーとして、1999年から黒字経営を維持している。

成功例として知られている。
DLRでは、ドック島を縦断しテムズ川を越えて南

O&M委託契約の内容は各路線ともほぼ同様で、コ
ンセッショネアが支払うライセンス料の料率は当初

方に向かうルイシャム（Lewisham）延伸（4.2km、

は0.5％で、後に1.0％に引き上げられる。南北線およ

1999年11月開通）
）
、東方のベックトン（Beckton）

図表５

MRT南北線／東西線のO&M委託契約

出所：SMRT Corp.年報より作成
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図表６

MRT環状線のO&M委託契約

出所：SMRT Corp.年報より作成

延伸の支線であるシティー・エアポート（London

である。コンセッショネアとして三井物産（株）が

City Airport）延伸（4.4km、2005年12月開通）
、お

参画している。３件の延伸とも、民間事業者の事業

よびウールウィッチ・アーセナル（Woolwich Arse-

内容は、延伸工事の設計・建設および資金調達、事

nal）延伸（2.5km、2009年１月開通）の３件の延伸

業期間（建設期間を除く）の鉄道インフラの保守管

プロジェクトにPPPが導入されている。このうち、

理業務で、コンセッション期間後に施設を無償譲渡

ルイシャム延伸はイギリスの交通セクターで初めて

することになっている。運行は先述のとおりフラン

のPFI案件で、2000年には成功モデルとしてイギリ

チャイズのサーコ（株）が行う。ルイシャム延伸で

スPFI賞を受賞した。DLRの営業キロ程は34kmで、

は民間事業者は、インフラ保守管理業務の対価とし

年間利用者数は2010年に7520万人となった。

て、最初の10年間はアベイラビリティー・フィーを、

O&Mについては、1997年４月に、サーコ・グル

続く11年間はアベイラビリティー・フィーに加えて

ープ（Serco Group plc.）とドックランズ・ライト・

ユーセジ・フィーを受け取る。このうち、アベイラ

レールウェー会社（DLR ltd.）の経営陣とのコンソ

ビリティー・フィーは、契約に定められた保守管理

ーシアムであるドックランズ・レールウェー・マネ

の水準に対する実績をポイント制で評価し、それに

ジメント会社（DRM Ltd.：Docklands Railway

応じて支払われるもので、民間事業者は需要リスク

Management Ltd.）との間で、期間７＋２年のフラ

を回避している。これに対してユーセジ・フィーは、

ンチャイズ契約が締結された。その後、DRM Ltd.で

延伸による旅客運輸収入の増加分を、定められた算

は、SercoによるDLR Ltd元役員の保有株式の取得

出式に基づいてDLR Ltd.との間で分割して受け取る

が進み、1999年末には同グループによる100％出資子

というもので、民間事業者も需要リスクを負う仕組

会社のサーコ（株）
（Serco Ltd.）となった。同社は

みである。

2006年５月にフランチャイズ契約の更新を果たして

ルイシャム延伸では、民間事業者は、カナリーワ

いる。フランチャイズ・フィーは、物価指数連動方

ーフを中心に中長期的な発展が見込まれたこともあ

式が採用されている固定フィーと、運輸収入フィー

り、長期的に交通需要を確保できる確実性が高いと

で構成されている。また、フランチャイズ契約には、

判断し、ほぼ固定収入と見なすことのできるアベイ

設備更新の投資計画およびその資金負担も規定され

ラビリティー・フィーの受け取りで債務の返済原資

ている。

を手当てする一方、一定の需要リスクを引き受ける

DLRの最初の延伸プロジェクトであるルイシャム

ことになった。結果的に、開業初年度から配当が支

延伸のプロジェクト・スキームは、図表７のとおり

払われるなど、事業運営は好調に推移している。し
2011.7
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図表７

ドックランズLRTルイシャム延伸のプロジェクト・スキーム

出所：PPIAF、TfL等より作成

かしながら、その後のシティー・エアポート延伸お

ポンドの補助金、シティー・エアポート延伸では、

よびウールウィッチ・アーセナル延伸では、全事業

交通省（DfT：Department for Transport）によ

期間を通じてアベイラビリティー・ペイメント・シ

る3000万ポンドの補助金がある。また、DLR Ltd.に

ステムが採用され、民間事業者は、いっさい需要リ

よるアベイラビリティー・フィーの支払いに対して、

スクを負わない仕組みとなっている。そうした変化

ルイシャム延伸では中央政府保証が、その後の２件

の背景には、民間事業者に求められる事業範囲が利

の延伸ではロンドン交通庁TfL（Transport for Lon-

用可能なインフラの提供に限定され、運行に関与し

don）注３による保証がそれぞれ付与されている。

ない場合には、サービスの質的向上を通じて需要の
拡大を図るといった取り組みもできないため、その
ように民間事業者の直接的な管理の及ばない需要に

注３：2000年７月にロンドン市政改革の一環として自治機関GLA
（Greater London Authority）が新設されたことに伴い、DLRは
その傘下のTfLに移管された。

ついて、リスク負担を求めるべきでないという認識
が定着するようになったということがある。なお、
アベイラビリティー・フィーには物価指数連動方式
が採用されている。

（4）サンパウロ地下鉄４号線
サンパウロ地下鉄４号線は、既存の複数路線をバ
イパス的に中継する営業キロ程12.8kmの地下鉄路線

公的金融支援についてみると、ルイシャム延伸で

（11駅）で、郊外から都心へのアクセスの改善に大き

は、当時DLRを管轄していたロンドン・ドックラン

な効果が期待されている。ブラジルでは2002年に連

ズ開発公社（LDDC：London Docklands Develop-

邦政府PPP法（Lei das Parcerias Público-Privadas）

ment Cooperation）を通じる中央政府による5000万

が制定されたが、それに基づく第１号のPPP案件と

10
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図表８

サンパウロ地下鉄4号線のプロジェクト・スキーム

出所：PPIAF、世銀、IDB等より作成

された。さらに、2007年に始まるブラジル国家成長

サンパウロ４号線は2008年10月にファイナンス・

加速化計画PACの重要インフラ案件とされたことか

クローズとなり、2010年２月に１駅目が、次いで５

ら、サンパウロ州政府主導のプロジェクトであるに

月に３駅が開業している。

もかかわらず、土木工事に関する対外借入に連邦政
府保証が付与されている。

（5）バンコクMRTシステム

サンパウロ地下鉄４号線のプロジェクト・スキー

バンコクでは、最初の大量高速輸送（MRT：

ムは図表８のとおりで、上下分離方式がとられてい

Mass Rapid Transit）システムとして、1999年12

る。トンネル工事を含む下部の土木工事は、投資コ

月に、PPP方式による高架鉄道BTSスカイトレイン

ストが大きくなることもあり、公共事業として行わ

（以下ではスカイトレインと呼称）が開業した。スカ

れる一方、上部のE&M（Electrical & Mechanical）

イトレインは、スクンビット線（16.8km）とシーロ

およびO&Mには、BOT方式が導入され（期間32＋

ム線（8.5km）の２路線で構成されている。その後

３年、建設期間を含む）
、コンセッショネアに三井物

2004年７月に、PPP方式による地下鉄MRTチャルー

産（株）が参画している（出資比率10％）
。

ムラチャモンコン線（21km、通称ブルーライン、以

リスクシェアリングでは、公的セクターによる少

下ではブルーラインと呼称）が開業した。

なからぬリスク・テイクが注目される。コンセッシ

スカイトレインのPPPアプローチは、土地収用以

ョネアは、需要リスクの軽減措置や、為替リスクお

外の建設リスク、商業リスク、金融リスクをすべて

よびインフレーション・リスクの緩和措置を確保し

コンセッショネアが負うものであったが、結果的に

ている。また、上下分離方式では、とりわけ下部の

デフォルトに陥り、中央破産裁判所の監督下で再建

土木事業の遅延が上部のプロジェクトの進捗に影響

が図られるに至った。このため、ブルーラインでは、

を及ぼすことが懸念されるが、その保証措置もとら

スカイトレインの経験を踏まえて、上下分離方式の

れている。

もとで、投資コストの相対的に大きい土木工事を公
2011.7
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図表９

バンコク・スカイトレインのプロジェクト・スキーム

出所：PPIAF、世銀、Kasikornbank等より作成

共事業とし、E&MおよびO&MにBOT方式がとられ

入が低迷する一方で、債務返済負担が増大し、2002

ている。

年に債務不履行に陥った。債権者とのリスケ交渉は

スカイトレインのプロジェクト・スキームは図表

難航し、2006年２月に中央破産裁判所に更生手続き

９のとおりである。スカイトレインはバンコク市長

の申し立てを行うに至った。その後、2007年１月に

のイニシアティブで推進され、1992年４月にバンコ

更生計画案が承認されたことを受け、債務の株式化

ク 首 都 圏 庁 （ BMA： Bangkok Metropolitan

（Bt163億）
、減資による累損の償却（Bt109億）
、延

Administration）と、タイ大手不動産会社タナヨン

滞利息の償却（Bt193億）
、増資（Bt32億）および転

（Tanayong Plc.）を主たる出資者とするバンコク・

換社債の発行（Bt116億）などが行われ、2009年３

マストランジット・システム社（BTSC：Bangkok
Mass Transit System Public Company Ltd.）との

月期には債務超過が解消された。
スカイトレインでは、バス等の他の輸送モードと

間でコンセッション契約（期間30年）が締結された。

の連携の計画が策定されなかったため注５、BTSCは

事業形態として、高架橋などの土木工事にBTOを、

2001年に駅までの無料シャトルバスサービスを導入

車両・システムにはBOTが適応されている。

し、利便性の向上を図った（〜05年まで）
。そのよう

公的支援措置は、BMAによる土地（所有地）およ

なマーケティングの取り組みの奏功もあり、旅客輸

び運行権の提供や税制優遇措置にとどまっている。

送人員は次第に増加し、2010年３月期には39.6万

需要リスクはすべてコンセッショネアが負う仕組み

人／日となった。しかしながら、依然として当初の

となっている。また、運賃については、インフレ率

見込みの60％程度にしかすぎない。ちなみに、運賃

が一定の範囲（５％）にとどまる限りにおいて物価

は、タクシーより安いが、バスよりは高い。定時性

連動方式を採用するとしているほか、物価、金利、

や安全性といった運行サービスの質は、高く評価さ

為替、および電力コストの変動などについて、運賃

れている。

注４

見直しの条件が規定されている 。

上下分離方式によるブルーラインのプロジェク

スカイトレインは、事業計画における過大な需要

ト・スキームは、図表10のとおりである。ブルーラ

見通しに、アジア危機の悪影響も相まって、運賃収

インは1991年に頓挫した高架鉄道プロジェクトが再
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図表10

バンコク・ブルーラインのプロジェクト・スキーム

出所：PPIAF、世銀、Kasikornbank等より作成

浮上したもので、1992年に、プロジェクトを推進す

年に18.2万人／日となったが、依然として輸送能力

る機関として、運輸省（MOT：Ministry of Trans-

の54.0％にしかすぎない。2010年にフェアボック

port）の傘下に高速度交通公社（MRTA：Mass

ス・レシオは1.00を上回り、運行管理費を運賃収入

Rapid Transit Authority）が創設された。

で賄えるようになっているが、依然として赤字経営

土木工事については、1996〜2000年にかけて総額
2222億円の円借款が供与された。
BOT方式の上部事業では、2000年８月に、MRTA

が続いている。2010年の当期損益は11.4億バーツで、
累積損失は98.9億バーツとなっている（連結ベース）
。
2006年にはMRTAを含む公的機関が増資を引き受

とタイ大手建設会社チョーカンチャン（CH Karn-

け、それ以降はMRTAが筆頭株主（出資比率25％）

chang）を主たる出資者とするバンコク・メトロ社

となっている。2008年８月には、地場４銀行との間

（BMCL：Bangkok Metro Public Company Ltd.）

で債務繰り延べを含む融資条件の変更が行われた。

との間で、コンセッション契約（期間25年）が締結

また、チョーカンチャンを含む主要株主３社から30

された。同契約に基づき、BMCLは、車両・信号シ

億バーツを上限とするスポンサーサポート（劣後ロ

ステムなどの購入・設置を行った後、施設維持管理

ーン）が差し入れられているが、2010年末現在の貸

を含む運営を担当している。また、ネットコスト方

付残高は26.3億バーツとなっている。

式が採用されており、運賃収入はBMCLに入り、契
約に定められた比率に従ってその一部がMRTAに支
払われている。このため、需要リスクはコンセッシ
ョネアのBMCLが負う仕組みとなっている。
ブルーラインではスカイトレインの教訓を活かし、

注４：ブルーラインの運賃体系は、アジア危機に伴う通貨の暴落から投資
コストが急増した（320億バーツ→550億バーツ）ことを受け、当
初合意されていた一律料金制から駅間距離別の運賃体系に修正され
た。
注５：メトロバスを運行しているバンコク大量輸送公社（BMTA：
Bangkok Mass Transit Authority）は、運輸省の管轄下にある。

2004年までにバスとの連携を図るとしていたが、実
現していない。旅客輸送人員は徐々に増加し、2010
2011.7
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様である。

4. 投資促進に向けて

このほか、高架鉄道建設プロジェクトとして、
MRT７号線がある。本プロジェクトは、MRT３号

（1）MRT/LRT整備計画

線の北端のノースアヴェニューと、北部ベッドタウ

アキノ政権は、経済政策の眼目として、PPPによ

ン地域のブラカン州を結ぶ、全長22km（一部地下、

るインフラ整備を標榜している。従来、民活型プロ

14駅）の高架鉄道建設計画である。事業計画は2004

ジェクトの推進を目的にBOTセンターが設けられて

年に承認されているが、2010年にアロヨ前大統領か

いたが、計画立案・監督機能を強化させるべく、

ら事業の続行の有無を含む予算の見直しが指示され

2010年９月に管轄を貿易産業省DTI（Department

たことなどもあり、着工が遅れている。

of Trade and Industry）から国家経済開発庁NEDA
（National Economic Development Authority）に
変え、PPPセンターと改名した。2010年11月には、

（2）PPPに対するアキノ政権の
政策スタンスと望まれる政策対応

パサイ市内で国際フォーラムを開催し、PPPプログ

フィリピンでは、東南アジアで最も早期の1991年

ラムのもとで翌2011年末までに入札を計画している

にBOT法（Republic Act No.6957）が制定されてい

優先プロジェクトとして、MRT/LRTセクターの４

る（1994年に改正法Republic Act No.7718を制定）
。

件を含む合計10件の交通プロジェクトを公表した。

同法には、政府や公共機関からの公募に対して民間

MRT/LRTの４件の優先プロジェクトは、図表11

事業者がプロポーザルを提出し、競争入札を行うソ

のとおりである（路線図は図表２を参照）
。このうち

リシティッド（Solicited）方式と、民間事業者が公

LRT１号線とMRT３号線のO&Mの民営化は、PPP

共セクターにプロポーザルを提出する、随意契約の

と銘打っているものの、実質的に通常のサービス・

アンソリシティッド（Unsolicited）方式が規定され

コントラクトにすぎない。これらの２件は、期間を

ている。フィリピンではこれまで、MRT３号線や７

４年とし一括して委託することになり、すでに入札

号線にみられるように、後者のアンソリシティッド

書類が公表されているが、DOTC長官の人事異動に

方式が一般的であった。その背景には、政府機関で

伴い、７月中旬に予定されていた入札締め切りの延

は、経験不足や予算制約が原因となって、フィージ

長が発表されている。本件の委託期間が４年と短期

ビリティ・スタディの質的水準を確保できないこと

であるのは、次に入札の予定されているLRT１号線

や、関連する複数の政府機関の間で調整が円滑に進

南伸プロジェクトのコンセッショネアが、延伸完了

まないといったことがあった。しかしながら、アン

後にLRT１号線全線とMRT３号線のO&Mを継承す

ソリシティッド方式は汚職の温床となりがちなこと

る計画となっているためである。

もあり、アキノ政権は国際競争入札を原則とすると

LRT２号線南伸プロジェクトでは、土木工事およ

している。

びE&MをBT方式、車両およびO&MをBOT方式と

PPPアプローチでは、適切な官民のリスクシェア

し、上下一括で入札を行うことが検討されている模

リングが鍵となる。考慮すべきリスクとして、金融

図表 11

MRT/LRTの優先 PPP プロジェクト

プロジェクト名
LRT１号線 O&Mの民営化

事業内容
LRT１号線の O&Mを民間に３〜４年間委託。

MRT３号線 O&Mの民営化 MRT３号線の O&Mを民間に３〜４年間委託。

1.75億ドル
1.4億ドル

LRT１号線南伸

LRT １号線をカビテ州バコールまで、南方に 11.7km 延伸。
８駅の新設、さらに将来的に２駅の増設も見込む。バコール 15.6億ドル
に小規模車両基地を創設。

LRT２号線東伸

LRT ２号線をリサール州アンティポロ市マシナグまで、東方
2.51億ドル
に４ km延伸。

出所：DOTC, Investment Opportunities in the Transport sector, February 2011
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リスク、建設リスク、商業リスク、政策リスク、規

発事業には、外資系企業の参入は困難である。この

制リスク、そして、政治リスクなどのカントリー・

ほか、土地収用リスクや、運賃収入が自国通貨建て

リスクがある。アキノ政権は、このうち、規制リス

となることに伴う為替リスクも、外国人投資家にと

クはすべて政府が負うが、需要リスクを含む商業リ

って重要な懸念事項である。

スクについては、すべてを民間セクターが負うべき
としている。

フィリピンの財政収支は、徴税の強化や歳出の抑
制から、2011年１〜４月期に小幅の黒字を実現した

特に商業リスクについて、このような政策スタン

とはいえ、歳入基盤が脆弱であることに変わりはな

スが打ち出された背景には、たとえば、MRT３号線

く、インフラ整備に充当できる財政余力は、限定的

の苦い経験がある。MRT３号線については、バスか

とみられる。また、持続的な経済成長を支えるため

らの乗客のシフトにより、エドサ通りの交通混雑の

に必要とされるインフラ投資を賄うには、国内貯蓄

解消に寄与したものの、政治的配慮からコストを下

に加えて、外国貯蓄の活用も不可欠であろう。

回る運賃水準となっていることもあり、保証した

マニラ首都圏では、人口の増加に伴う過密化や外

15％のIRRを実現するために、政府によって支払わ

延的拡大が、都市機能の阻害や経済的活力の低下と

れるリース料は1000万ドル／月に達している。設備

いった問題を深刻化させてしまう前に、軌道系交通

の更新なども不十分なものにとどまっており、とり

を基幹ネットワークとする交通システムを構築し、

わけ朝夕の通勤・通学時間帯の不快適さは、多数が

公共交通指向型の都市開発に道筋をつける必要があ

指摘するところとなっている。このように、政府が

ろう。そのためには、外国人投資家の参入を促すよ

大きな財政負担を強いられているばかりか、満足と

うな、MRT/LRTのPPPのプロジェクト・スキーム

はいえないサービスしか提供されておらず、当初に

の構築が望まれる。

目的とされていた、民間セクターの資金や効率的な
経営ノウハウの活用といった点で、成果は乏しいも
のにとどまっている。
交通セクターの中でもとりわけ軌道交通では、需
要見通しの不確実性の高いことが知られている。交
通事業はネットワーク事業であるため、その需要予
測では、複数の結節点における予測を前提とせざる
を得ない。つまり、ある予測、それも不確実な予測
の上に、別の予測を立てることになる。軌道交通の
需要は、沿線開発の動向やフィーダー輸送網の整備
などに大きく左右され、見通しの策定は容易ではな
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