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１．はじめに

近年、国や地方公共団体といった行政機関が
供給を担ってきた事業について、民営化や民間
事業者への業務委託によってサービスの運営
体制を見直す動きが全国各地で進んでいる。実
際、総務省の『平成26年度地方公営企業決算の
概況』によれば、全国の地方自治体が運営する
事業の総数は2002年度の12,613事業をピークに
毎年減少しており、2014年度には8,662事業と
なっている。
このように公営事業が減少傾向にある原因
の一つとして、2000年代に全国的に実施された
市町村合併、いわゆる「平成の大合併」により、
事業の運営主体である地方自治体そのものが
減少したことが挙げられる。しかしながら、現
在事業数全体の約15％が赤字事業となってい
ることからも分かるように、財政の健全化と事
業の効率化の必要から運営体制の再検討が行
われたことが民営化の背景にあると考えられ、
市町村合併にともなう事業の統廃合について
も事情は共通していると思われる。
一方、現在まで運営されてきた事業の多くは
公共性を有するサービスを提供しており、事業
が廃止されると地域の長期的発展に支障が生
じ、住民の生活に悪影響を及ぼすおそれがあ
る。このため、地域全体の利益に資する事業や
住民にとって必要不可欠なサービスに対して
は、補助金を交付して損失を補填してでも継続
させなければならない。また、事業の独立採算

が難しい限り、たとえ民営化されても財政的支
援が引き続き必要であることは変わらないだ
ろう。
しかし、この補助金の交付については、事業

者が虚偽の申請を行って補助金を不正に受給
するという事件が後を絶たないのが現状であ
り、こうした問題が政府にさらなる財政的負担
を強いる結果となっている。したがって、サー
ビスの水準を維持しながら限りある財源を最
大限有効に活用するためには、補助金の交付お
よび使用が適正に行われるように、政府は継続
的に監査を実施して事業の運営状況を把握し
なければならない。
本稿では、以上のような現状をふまえなが

ら、公共的な施設やサービスの提供を行ってい
る事業の民営化や民間事業者への業務委託、そ
して民営化後も含めて長期にわたる財政的支
援を必要とする赤字事業に対する補助金交付
とその適正化に焦点を当て、これらの問題につ
いて契約理論を用いた研究を紹介していきた
い。
以降、次のように議論を進めていく。第２節

では、公益事業の運営に関する歴史的な変遷に
ついて概観する。第３節では、民営化に関する
議論のうち、不完備契約理論を用いた研究につ
いて紹介する。第４節では、情報の非対称性が
存在するときに生じる補助金の不正受給への
対策の１つである情報レントの付与について
説明し、第５節ではもう１つの対策である監査
制度のあり方について論じる。第６節では、所
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有形態と補助金の適正配分の関係から民営化
について分析した研究を紹介し、最後に結語を
述べる。

２．運営体制の歴史的変遷

本節では、公益事業の運営体制に関する歴史
的変遷を概観したい。Shleifer（1998）によれば、
第二次世界大戦前後の1930年代から40年代に
かけての時期に、世界各国の幅広い分野で事業
の国有化が行われた。これには1929年に始まっ
た世界大恐慌に直面した人々の市場メカニズ
ムに対する不信感や大戦中の政府による戦時
統制の成功経験、あるいは民間企業の市場独占
による弊害が背景にあるといわれている。
こうした政府の積極的な国有化政策に対し
て、Hayek（1944）は経済の社会主義化である
として強く批判し、Pigou（1938）は巨大化す
る組織内部の官僚支配について懸念を表明し
たが、多くの経済学者はすでに市場の寡占化が
進んで資本主義の活力が失われているとして、
生産要素である土地や天然資源、あるいは規模
の経済性のために競争が十分に行われないと
考えられた電気通信や鉄道などの事業につい
て国有化に賛成した。
ところが、実際に多くの分野で国有化が実施
されると、それが行政組織の肥大化と硬直化を
招くことになった。イギリスも戦後、基幹産業
の国有化や手厚い産業保護を行ってきたが、結
果として1960年代から70年代にかけて「英国
病」といわれるほどに財政が悪化し、経済が低
迷してしまった。1979年に首相に就任したサッ
チャーは、この状況を打開するために、減税や
予算削減を断行するとともに、それまでの産業
保護政策を改めて規制緩和や国営事業の民営
化を実施し、いわゆる「小さな政府」への転換
を図った。また、国営を維持する場合でも、民
間企業の経営を参考にして業務の一部を民間
事業者に委託することなどによって運営の効
率化を進める新公共経営の手法を導入した。
また、時期を同じくしてアメリカでも同様の
動きが起こった。1980年代にアメリカは貿易赤

字と財政赤字が同時に増大する「双子の赤字」
が深刻となり、経済を活性化させる必要に迫ら
れていた。これに対して、レーガン大統領は減
税や財政拡大をはじめとする「レーガノミク
ス」と呼ばれる経済政策を推進した。ただし、
アメリカでは民間企業が経済の主導的役割を
果たしていたことから、民営化よりも規制緩和
が産業政策の中心となった。また、新公共経営
についても1990年代に入ってから積極的に導
入されるようになった。
一方、我が国においては、中曽根首相がこれ

まで国が公共企業体として位置づけてきた専
売公社、電信電話公社、国有鉄道の三公社を
1980年代半ばに相次いで民営化し、それぞれＪ
Ｔ、ＮＴＴ、ＪＲ各社という株式会社に再編し
た。今世紀に入ってからは、小泉政権が「官か
ら民へ」というスローガンを掲げて、道路関係
四公団や石油公団、住宅金融公庫など数多くの
特殊法人を民営化した。小泉首相はとりわけ、
郵政公社が運営していた郵便、簡易保険および
郵便貯金の郵政三事業の民営化を重視し、関係
者の強い反発を押し切って実施した。
さらに、業務委託による民間部門の活用もこ

の時期に本格化した。2003年に地方自治法の改
正によって指定管理者制度が新設され、公共施
設や道路の管理・運営など政府が行ってきた業
務を民間事業者に包括的に代行させることが
できるようになった。我が国もアメリカと同様
に、民間企業が活躍する市場については規制緩
和や独占禁止法の改正などが競争政策の中心
となっているが、公共性が強く、競争原理をそ
のまま適用することが難しい分野については、
民間部門の活用が重要な政策手段となってい
る。
例えば、交通安全や犯罪抑止など地域の安全

に欠かせない業務に関しては、2006年に道路交
通法が改正され、駐車違反対策を民間の駐車監
視員が行えるようになった。また、2003年に構
造改革特別区域法が施行され、特区の認定を受
けた地域では矯正施設の警備などを民間委託
できるようになった。これにより、2007年に民
間事業者が運営する矯正施設である社会復帰
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促進センターが国内で初めて設立された。

３．不完備契約理論と民営化

このような民間部門の活用の動きに対して、
経済学者はさまざまな角度からその経済的意
義について説明してきた。本節は、そのなかで
も不完備契約理論を用いた分析について紹介
する。

（１）不完備契約とホールドアップ問題
最初に、不完備契約理論の基本的な考え方に
ついて概観しよう。この理論では、例えば自動
車メーカーと車体メーカーによる取引のよう
に長期的な取引関係を持つ企業を考え、少なく
とも一方の企業が関係特殊的投資を行う状況
を想定する。ここで関係特殊的投資とは、ある
特定の企業との取引においてのみ効果を発揮
する投資のことである。車体メーカーが行う関
係特殊的投資としては、取引先の自動車メーカ
ーが新たに設計したモデルに合わせた車体の
生産ラインを開発するために行われる研究活
動が例に挙げられる。このような特別注文で生
産される車体は他のメーカーに販売できず、投
資に大きなリスクがともなうため、自動車メー
カーは車体メーカーの投資に対して相応の報
酬を約束する必要がある。
また、契約が完備であるとは、当事者が契約
を締結した後に起きる可能性のあるあらゆる
状況を事前に想定し、それらを契約に記載でき
ることを意味している。さらにその内容につい
て実効性が担保されていなければならない。契
約の実効性を左右する要因が、取引相手が契約
通り履行している、あるいはしていないという
ことを裁判所に証明できるかという点（これを
立証可能性という）である。そして、どちらか
一方に契約違反があったとしても、訴える側が
そのことを立証できるのならば、裁判所が強制
履行を命じるため、契約は法的拘束力を持つ。
これとは逆に、契約が不完備である場合、例
えば車体メーカーの投資について契約に書か
れていても、車体メーカーが投資を立証できな

い限り、契約は実質的に無効となる。つまり不
完備契約の状況では、契約を反故にする、また
は条件の再交渉を求めるといった自動車メー
カーの機会主義的な行動に対する懸念が払拭
できないために、車体メーカーが投資を控えて
しまうというホールドアップ問題が発生する
のである。

（２）所有権アプローチを用いた民営化の分析
これに対して、Grossman and Hart（1986）は、

車体メーカーが自動車メーカーを買収する（こ
れを垂直統合という）ことによって車体メーカ
ーの投資を促進できるとした。なぜなら、車体
メーカーが生産に不可欠な資産を保有するこ
とで、もし自動車メーカーとの交渉が決裂して
も利益を一定程度確保でき、投資の成果を一方
的に取引相手に奪われる心配がなくなるから
である。ただし、車体メーカーだけでなく自動
車メーカーも関係特殊的投資を行っている場
合は、どちらの企業の投資が相対的に生産性の
向上に貢献するかを勘案しなければならな
い。このように、投資に関する契約が結べない
状況において、企業全体またはその中核資産の
所有権を移転することによって生産性を向上
させようとする考え方は、所有権アプローチと
呼ばれている。
このアプローチを用いると、投資の観点から

事業の所有形態に関する議論を行うことが可
能となる。例えば、両企業の利益の合計を基準
とするとき、両企業で対等な立場で取引される
場合（これを独立企業間取引という）と、自動
車メーカーが車体メーカーを買収した上で同
一企業内で取引される場合のどちらが効率的
かを考えよう。そうすると、垂直統合が行われ
た場合、企業内部で組立部門の投資が増加する
一方で、車体部門の投資が減少するため、組立
部門の投資の方がより利益に貢献するときに
は垂直統合、そうでないときには独立企業間取
引が効率的となる。
Schmidt（1996）は、政府と公営事業の関係

に注目することによって、所有権アプローチの
考え方を民営化の議論に応用した。具体的な解
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釈の１つとして、政府が公営事業を民営化して
経営者に運営を委ねる場合と政府が所有して
官僚によって運営が行われる場合との比較を
考えている。そして、社会厚生すなわち地域全
体の利益の観点から民営化政策が効率的とい
えるかどうかについての考察を行った。その結
果として、政府が公営事業を民営化すると、官
僚の事業に対する投資と比較して経営者の投
資の方が増加しているため、民営化が社会的に
望ましくなるのは、経営者の投資がサービス向
上に重要な役割を果たす場合であるというこ
とを示唆した。
また、Hart, Shleifer, and Vishny（1997）は、
刑務所の民営化に関する分析を行った。この研
究の特徴的な点は、刑務所の運営者の投資に関
してサービス水準を向上させる投資と費用を
削減できるがサービス水準を下げてしまう投
資の２種類を考えたところにある。刑務所の運
営者はどちらの投資も積極的に行おうとする
ため、２つの投資によって結果的にサービス水
準が低下することがなければ民営化が効率的
になると結論づけた。民営化した場合、民間事
業者は経費削減に熱心になるあまり、サービス
の低下をもいとわないのではないかという懸
念がしばしば指摘される。この研究は、民営化
を成功させるためには、政府が民間事業者に対
して一定水準のサービスを保証させるために、
長期契約を結ぶかあるいは規制を設けること
が重要であることを示している。

（３）官民連携の意義
所有権アプローチは、政府が所有権を保持し
ながら民間委託を通じて運営の効率化を図る
官民連携と呼ばれる政策にも応用できる。Hart
（2003）は、官民連携に関して次のようなモデ
ルを考えた。第０期に政府と民間事業者の間で
施設の建設や運営に関する契約が結ばれて、第
１期と第２期にそれぞれ施設の建設と運営が
行われる。事業者は施設の品質やサービスの向
上と費用削減を両立させる生産的な投資と、品
質やサービス水準を犠牲にしながら費用削減
を実現する非生産的な投資という２種類の投

資の水準を選択する。そして、政府は事業者に
対して、建設と運営を分離して建設のみを依頼
する従来型の契約と、建設と運営を一括して依
頼する官民連携型の契約のうちどちらかを提
示する。
このとき、従来型の契約では、施設の運営に

関心を持たない事業者がどちらの投資も行わ
ないのに対して、官民連携型の契約では、運営
による利益を考慮する事業者が生産的な投資
を行う一方で非生産的な投資も行ってしま
う。このことから、刑務所のように施設の要件
を定めることは容易だが刑務の要件を定める
ことが困難な場合には従来型の契約、病院のよ
うに医療サービスの要件を定めやすい場合に
は官民連携型の契約が望ましいことが示され
た。以上のような結果は、我が国の指定管理者
制度などの官民連携のあり方を考える上でも
重要な示唆を与えている。

４．補助金の適正な交付

公益事業の多くは、地域の発展や住民の生活
にとって重要なサービスを提供しているため、
赤字事業であっても補助金を交付して継続さ
せる必要がある。一方で、補助金制度には事業
者が費用を多めに見積もって申請するという
不正受給の可能性がつねにつきまとっており、
これが政府の財政負担をより重くする結果と
なっている。本節と次節では、補助金の交付に
関する代表的研究について紹介する。

（１）情報の非対称性と補助金の不正受給
不正受給が起きる根本的な原因となってい

るのが、政府が補助金交付の可否や交付額を判
断するために必要な事業者の情報を得られな
いという情報の非対称性の存在である。こうし
た費用等の情報は、関係者だけが知りうる情報
なので私的情報とも呼ばれている。
これに対して、政府が事業者との間にある情

報格差を克服し、虚偽の申請を抑止するための
政策として、以下の２つが挙げられる。１つは、
政府が事業者に費用等を申告させた上で、それ



3 情報の非対称性下の組織の規制問題に関する包括的なサーベイとしては、例えばBaron（1989）を参
照されたい。
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に対応する規制内容と補助金額を提示するこ
とによって、事業者が正しく申告するよう誘導
する方法である。もう１つは、情報格差そのも
のを減らすために、政府が事業者に対して監査
を実施する方法である。もちろん、現実にはこ
れらの政策が併用されることが多いが、ここで
はそれぞれの政策が与える効果を明らかにす
るために順を追って説明していこう。
なお、ここで紹介する研究の多くは、公益事
業への補助金交付に限らず、より一般的なプリ
ンシパル（依頼人）とエージェント（代理人）
の関係について分析したものであるが、本稿で
は、プリンシパルを政府、エージェントを事業
者として説明を行う。また、政府の決定はすべ
て社会厚生の最大化を目的にすると仮定しよ
う。

（２）情報レントの付与による不正抑止
独占市場における価格規制と補助金交付に
関する先駆的な研究であるBaron and Myerson
（1982）では、政府が事業者の費用を観察でき
ない状況を考え、これにともなう不正の抑止策
として、規制価格と補助金額に関する政策を事
業者に選ばせる方法を提案した。ただし、政府
がこの政策を用いる際には、あらかじめ予想さ
れる費用水準に対応する政策を用意しておき、
事業者がその費用に合わせて政府の想定通り
の政策を選ぶように設計しておかなければな
らない。制度設計におけるこうした条件は誘因
両立制約と呼ばれる。
政府が誘因両立制約を満たすように政策を
策定する場合には、とくに効率性の高い事業
者、すなわち低費用の事業者があたかも高費用
であるかのように装うことがないように、事業
者が正しく申告すれば利益が得られるように
配慮しておかなければならない。この政府から
事業者に付与される利益は、事業者の立場から
見れば費用に関して私的情報を保有している
ために得るものなので、情報レントと呼ばれ

る。そして、政府が政策を通じて情報レントを
低費用の事業者に間接的に付与することで、情
報を持つ場合に実現できる最善の結果と同様
に、事業者の費用に応じた政策を実施できる次
善の結果をもたらすことが示された。なお、こ
の結果のように事業者が正しく申告するよう
に誘導できる状態を分離均衡という3。 

５．事業者に対する監査

次に、事業者の不正を抑止するための第２の
方法である監査制度について考察する。政府
は、事業者に対して監査を実施することによっ
て、事業者の情報を知る手がかりとなるシグナ
ルを得ることができる。例えば、事業者が補助
金を申請した際に交付の可否や交付額の根拠
となった申告内容が正しかったのかを立ち入
り調査などによって確かめることが考えられ
る。また、政府による監視には、公的資金の不
正な受給や使用を摘発する以外にも、財政的支
援を行っている事業の現状について、広く一般
に情報を提供する役割が期待されている。

（１）交付前の計画にもとづいた監査
ところで、監査制度について分析するときに

注意しなければならないのが、実施の有無や時
期の決定方法が監査の効果に大きく影響する
ということである。監査制度の決定方法は次の
２つに分類することができる。１つは、補助金
の交付前に監査の実施時期や方法などを決定
して、それを事業者にも通知しておき、交付後
計画通りに監査を実施するという方法であ
る。本稿ではこのような監査を事前計画型の監
査と呼ぶことにする。もう１つは、交付後に事
業の状況を見ながら、政府が適宜必要と判断し
たときに監査を実施するという方法であり、こ
れを事後判断型の監査と呼ぶことにする。
これらの方法の違いは、経済学的には監査の

実施に対するコミットメントの有無と解釈す
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ることができる。Laff ont and Tirole（1993）は、
契約とコミットメントの関係について、契約に
完全にコミットする場合、契約にコミットしな
い場合、そして契約にコミットするが事後的に
再交渉が可能な場合という３つに分類してい
る。彼らの分類にもとづけば、事前計画型は実
施にコミットする場合、事後判断型は実施にコ
ミットしない場合に対応する。
Baron and Besanko（1984）は、先ほど紹介
した独占企業の規制に関するBaron and 
Myerson（1982）のモデルに事前計画型の監査
を導入して分析している。政府は費用をかけて
監査を行うことによって、事業者の費用に関す
るシグナルを得る。また、監査の実施確率と虚
偽申請を摘発したときの罰金額が事前に決め
られる。そして彼らは、政府は情報レントの付
与と監査を併用することで、情報レントが低費
用の事業者の正しい申告に対する報酬となる
一方で、監査が虚偽の申告に対する懲罰となる
として、監査の導入が分離均衡の実現を容易に
し、結果的に社会厚生を増加させることを示し
た。

（２）交付後の判断にもとづいた監査
一方、Khalil（1997）は、事前計画型の監査
の実現性について次のような疑問を投げかけ
た。監査の実施計画を示すことで事業者が正し
く申告するように導くことができるならば、政
府は事後的には計画を中止することで費用を
節約できると考えるのではないか。さらに、事
業者が政府のこの言行不一致を見通したなら
ば、実施計画には信憑性がないと考えて、結果
的には正しく申告しないのではないか。
そこで彼は、政府が監査の実施にコミットせ
ず、交付後に判断する状況を想定して分析を行
った。そして、政府は最適な政策において、政
策手段として情報レントの付与を用いずに監
査のみを活用すること、事前計画型のときより
高い確率で監査を行うこと、また分離均衡では
なく事業者が虚偽の申告をする確率が一定程
度存在する混合戦略均衡が実現することを明
らかにした。これらはいずれもBaron and 

Besanko（1984）とは大きく異なった性質であ
り、事前の計画か事後の判断かという実施方法
の違いが結果に大きな影響を及ぼすことが分
かる。
ところで、監査の具体的な内容として、監査

が行われる頻度とともに重要なのが監査の正
確性である。監査の効果を最大限発揮するため
には、より正確性の高い監査をより頻繁に行う
のが理想的だが、そのためには人員の増員など
が必要となる。したがって、監査の費用対効果
を考慮したとき、どのような頻度と正確性の組
み合わせが最適かということが、監査のあり方
について考える上での論点となる。Finkle and 
Shin（2007）は、監査の実施確率を頻度、監査
によって正しい情報が得られる確率を正確性
と解釈して、事後判断型の監査が行われる状況
における最適な頻度と正確性の組み合わせに
ついて分析している。その結果、監査の正確性
をある程度犠牲にしてでも、頻度をなるべく高
くするのが最適となることを示した。

（３）長期的な監査の実施
これまでは事業が１期間で終わる場合を考

えてきたが、実際の事例では、政府と事業者の
関係が長期間継続することが多い。そこで、長
期間の事業に対する監査の効果について考え
よう。このときにも、１期間の場合と同様に、
事前計画型と事後実施型を区別する必要があ
る。Baron and Besanko（1984）は事前計画型
の監査の場合について、事業が多期間続いた場
合でも１期間のときの均衡が繰り返されて、本
質的な特徴は変わらないと述べている。
これに対して、Chen and Liu （2005）は、

Khalil（1997）のモデルを用いて、事業が２期
間続く場合の事後実施型の監査の効果につい
て分析している。なお、複数期間の監査には、
制度設計を行う際に１期間の監査にはなかっ
た選択肢が出てくる。その１つが、監査を定期
的に実施するのか、それとも一度だけ実施する
のかという実施回数についての選択である。も
う１つが、不正が摘発されたときに、前期まで
の分も含めて遡及して罰金を課すのか、それと



4 Chen（2006）は定期的な監査が行われて遡及して罰金が課される場合、Chen and Liu(2007)は一度限
りの監査が行われた場合について分析している。
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も今期の分だけ罰金を課すのかという罰金の
遡及についての選択である。そのなかで、政府
が定期的な監査を行って遡及せずに罰金を課
す場合について分析されている4。 
政府が各期間に事業者に提示する政策とし
て、Baron and Myerson（1982）のように情報
レントの付与によって分離均衡を実現する政
策と、Khalil（1997）のように監査だけを行っ
て混合戦略均衡を実現する政策、そして政府が
情報をすでに持っているときに最適となる最
善の政策の３つを想定した。このうち１番目を
分離型政策、２番目を非分離型政策と呼ぶこと
にしよう。そして、分離型政策が２期間継続す
る均衡が存在しない一方で、非分離型政策が２
期間続く均衡が存在することが示された。
分離型政策の継続が均衡にならないのは、第
１期に分離型政策を実施すればその時点で真
の費用が判明するため、第２期には得られた情
報をもとに最善の政策に実施できるからであ
る。これに対して、非分離型政策の継続が均衡
になりうるのは、第１期の監査だけでは真の費
用が判明しないため、第２期も引き続き監査を
行うことが最適となる場合があるからであ
る。これは、監査を継続することで情報を段階
的に得ることができるという定期的な監査の
特徴を反映している。

６．補助金の適正な交付と民営化

本節では、前節の議論にもとづいて、情報の
非対称性によって生じる補助金配分の歪みが
所有形態に影響されるという観点から、民営化
について議論した研究について紹介する。

（１）民営化中立定理
民営化に関する展望研究であるMartimort

（2006）は、その先駆的研究であるSappington 
and Stiglitz（1987）の内容をふまえて、以下
のような結果を示した。政府と民間部門が同等

の生産技術を持っていることを前提にしたと
き、事業者がリスク中立的である、事業者には
資金制約がない、政府と事業者はサービス水準
と報酬に関して完備な契約を結ぶことができ
るという仮定が満たされるとき、政府と民間部
門のどちらが所有していても事業の効率性は
変わらない。この結果は所有形態が事業の効率
性とは関連しないことを示すもので、民営化中
立定理と呼ばれている。
また、これらの前提と仮定のうち１つでも成

り立たない場合には、民営化によってエージェ
ンシー費用が生じるため、公的所有が望ましい
ことも明らかにしている。これは、民間部門の
リスク耐性や資金力が脆弱なときはそれが民
営化にとっての障害となること、また民営化を
事業の効率化に結びつけるためには、民間部門
が政府よりも優れた生産技術を持っていなけ
ればならないことを示唆している。このよう
に、民営化中立定理は、民営化の議論を進める
ための出発点となる役割を果たしている。

（２）監査制度と民営化
所有権アプローチを用いた民営化の研究で

は、民間事業者の投資が事業の効率性を左右す
る と 考 え た。 例 え ば、Hart, Shleifer, and 
Vishny（1997）は、民間事業者がサービス水
準を向上させる方向に努力を傾けることが期
待されるならば、民営化が社会的に望ましいと
述べた。このように、投資に関する契約が結べ
ない状況では、事業者の投資とそれによる生産
性向上が民営化の議論の中心となっていた。
一方で、民営化による生産性の向上は前提と

しながら、事業者に対する補助金配分の歪みを
重要な要因とする議論も行われている。公益事
業の多くは政府の財政的支援を得ながら運営
しているため、補助金制度とは密接不可分な関
係にある。しかし、すでに見てきたように、補
助金の不正受給が大きな問題となっているた
め、政府は情報レントの付与や監査制度などさ
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まざまな対策を講じながら適正化に努めてき
た。
Saito and Tachi（2015）は、民営化が政府

と事業者の間の情報格差を拡大させるという
点に注目し、補助金の適正配分の観点から民営
化について論じている。この研究では、独占企
業である事業者の収益性について、収益性が高
く利潤が確保できる場合と、収益性が低く損失
が発生する場合の２つの可能性を仮定してい
る。その下で、政府は低収益である場合に限っ
て補助金を交付したいのだが、収益性を観察す
ることができないという状況を想定している。
この問題に対処する方法として、彼らは監査
制度と事前調査という２つの政策に着目し
た。監査制度については、政府が罰金額を適切
に設定することで低収益のときだけ申請が行
われる分離均衡の実現を目指すとき、結果的に
民営のときよりも公営のときの方が実現の可
能性が高くなることが示されている。これは、
政府との情報格差が民営化によって大きくな
るという想定を反映している。
興味深いのは、公営のときには分離均衡が実
現するが、民営化されると実現せずに、高収益
でも申請する場合（これを一括交付均衡と呼
ぶ）や、低収益でも申請しない場合（これを一
括不交付均衡と呼ぶ）が均衡となる状況であ
る。一括交付均衡では、Khalil（1997）と同様に、
事業者が不正受給をする可能性を、また一括不
交付均衡では、本来支援すべき公益事業を廃止
に追い込んでしまう可能性を含んでいるので
ある。
もう１つの特徴的な政策である事前調査は、
分離均衡が実現しない状況において効果を発
揮する。政府は需要などの市場環境について詳
しく調査することによって、事業者の収益性に
ついてのシグナルを得ることができる。このシ
グナルを交付の判断材料にすることによって、
先ほどの厚生損失の可能性を減らすことがで
きる。
そして、民営化による生産性向上が前提にな
っているため、これと情報格差の拡大による補
助金配分の歪みとのトレードオフを考慮して

民営化の是非が判断される。公営のときに分離
均衡、民営のときに一括交付均衡が実現する場
合には民営化によって補助金配分の歪みが発
生するが、もし政府が事前調査を行っていた場
合にはこの歪みを減らすことができる。以上の
ことから、政府による交付前の調査が、結果的
に民営化を促進する役割を果たすことが示さ
れた。

７．結語

本稿は、公益事業の民営化や民間委託の動き
が広がっている現状を説明しようとする理論
面からの取り組みについて紹介した。最初に、
不完備契約理論を用いた投資の側面から見た
議論について説明した。また、公益事業と密接
不可分な関係にある補助金制度に注目し、情報
の非対称性下での補助金配分の歪みと所有形
態の関係から民営化の是非について論じた研
究について紹介した。
なお、本稿では全体を通じて社会厚生の最大

化を目的にして政策決定を行う政府を仮定し
てきた。しかし、現実の社会を見ると、経営者
団体が民営化を推進する一方で労働組合が強
く反対するなど、さまざまな分野の利害関係者
が選挙やロビー活動を通じて政治的意向を表
明しており、彼らの活動が政策決定に大きく影
響している可能性がある。また、とりわけ発展
途上国においては政治家や公務員の汚職が深
刻な問題となっている。Shleifer（1998）は、
国営企業内の意図的な資源配分を目的として
公務員に賄賂が渡される一方で、国営企業の民
間部門への払い下げに賄賂を受け取った政治
家が深く関与するなど、民営化の過程で汚職が
生じる可能性もあることを指摘している。こう
した現状をふまえると、政策決定過程などの政
治的、行政的要因を考慮することも、民営化の
議論を進めていく上で重要な視点となるだろ
う。
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