
RIGHT:

URL:

CITATION:

AUTHOR(S):

ISSUE DATE:

TITLE:

<研究ノート>ESCO事業を用いた環
境配慮型PFI方式の制度設計に向け
て

大島, 誠

大島, 誠. <研究ノート>ESCO事業を用いた環境配慮型PFI方式の制度設
計に向けて. 財政と公共政策 2016, 60: 90-102

2016-10-21

https://doi.org/10.14989/217543

許諾条件により本文は2017-10-21に公開



－ 90 －

財政と公共政策　第 38 巻第 2号（通巻第 60 号）2016 年 10 月

内容要約

本稿では市場性のみではなく温暖化対策も
視座に入れた「環境配慮型 PFI（Private 
Finance Initiative）方式」を実施する場合
の制度設計を検討した．その具体的な方法と
して ESCO（Energy Service Company）事
業を基礎とし事業を実施するか否かのもっと
も重要な判断指標である VFM（Value For 
Money）に省エネルギー削減額や環境保全効
果を加味した「環境配慮型 VFM」を提案した．
さらに，事業者の入札，支払いスキームそし
て環境配慮型 PFI方式を導入する際の課題
を議論した．

論文のキーワード
ESCO事業，PFI方式，省エネルギー，

1．はじめに

本稿の目的は，事業者の資金調達や経営手
法を活用した社会資本整備の供給手法の 1つ
である「PFI（Private Finance Initiative）
方式」を基に「環境配慮型 PFI方式」の制
度設計を試論することである．具体的には，
この方式を用いて社会資本整備を行う場合に
単にコスト削減，官民のリスク配分やサービ
スの質の向上といった市場性のみに着目する
のではなく，事業者の技術力，創意工夫や経
営手法を駆使して省エネルギーの実現やそれ
に伴う温室効果ガスの削減を意図する環境配
慮型 PFI方式を考察する．特に，地方公共

団体に追加的な財政負担を課すことなく１）事
業者の責任の下に省エネルギーを主とする環
境ビジネスモデルとして我が国でも導入され
ている「ESCO（Energy Service Company）
事業」に着目する．
近年，我が国では温暖化対策や環境政策に
関する法整備ならびにガイドラインが公表さ
れている．たとえば，内閣府民間資金等活用
事業推進室から 2008 年に『PFIにおける地
球温暖化防止への対応』が刊行された．その
中で「PFI事業においても，地球温暖化防止
に向けた取組は急務であり，実効性のある温
室効果ガス排出削減対策を推進していく必要
がある．」２）と温暖化対策に警鐘を鳴らして
いる．法制的な取り組みは「地球温暖化対策
推進法」３）を基礎に「環境配慮契約法」４）や
「改正省エネ法」５）で環境や省エネルギー活
動に関連する新たな法整備や法改正が行われ
ている．さらに，今後の環境対策として政府
は 2030 年度の温室効果ガス排出量を 2013 年
度比 26％減（2005 年度比 25.4％減）とする
削減目標を決定した６）．そのため，市場性が
高い PFI事業でもその発注者は公共主体で
あり，省エネルギー対策や温暖化対策などの
環境への配慮が喫緊の課題である．
既存の環境関連の PFI事業の研究は，内
閣府民間資金等活用事業推進室（2008）７）で
論じられている．具体的には地球温暖化防止
に向けた背景の整理に始まり，省エネルギー
を促進するための事業やリスク分担とモニタ
リングの類型化を説明している．石田（2007）
では環境事業分野をフランスでの導入状況を
齟齬しながら我が国においてどのように導入
すべきかを議論している．特定の地方公共団
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体の取り組み事例として下村（2007），髙橋
（2008），平野（2012）では横浜市における下
水道事業に係る資源循環や環境対策を説明し
ている．澤井（2008），安田（2009），井上・
臼田（2010）では大阪市における下水汚泥の
有効利用を紹介している．
しかしながら，既存の研究では事業の類型
化や既設の PFI事業に資源循環や環境への
配慮を行っている事業の紹介に留まり，具体
的な手法を議論していない．また，我が国で
も各種の法整備や内閣府から PFI事業への
環境対策を意図した報告書などが着々と公表
される中，実施主体に実施要項や事業契約書
の中に環境への配慮を求めている．一方，地
方公共団体は省エネルギーや温暖化対策など
の環境保全効果をもたらす事業スキームのノ
ウハウやインセンティブをほとんど整備して
いないのが現状である．
そこで本稿では，PFI事業に省エネルギー
対策の 1 つの手法である ESCO事業を応用
した環境配慮型 PFI方式を提案する．具体
的には，本稿は旧来の事業性のみを加味した
「市場型 VFM（Value For Money）」のみで
はなく，施設整備と運営といったハードなら
びにソフト事業に付随する温室効果ガスの削
減や省エネルギー効果までも視座に入れた
「環境配慮型 VFM」を考察するものである．
その上で ESCO事業を下に環境配慮型 PFI
方式の制度設計を議論することは，単に市場
性を考慮した PFI事業ではなく環境への配
慮を試みそして持続可能な社会の実現を意図
している中央政府や全国の地方公共団体に一
定の示唆を与えると思われる．特に本稿で提
案する制度は，PFI事業の主要な実施主体で
ある地方公共団体を対象に捉え，既存の PFI
事業研究の中でも省エネルギー効果を加味し
た環境配慮型 PFI事業の研究として位置付
けられる．
第 2 節では ESCO事業の導入の背景と現

状やその仕組みそしてその効果を述べる．第
3 節では環境配慮型 VFMの構築を試みる．
第 4 節では環境配慮型 PFI方式の制度設計
ならびに市場整備について考察する．第 5節
では本稿から得られた分析結果をまとめる．

2．ESCO事業とその実態

2.1．ESCO事業導入の背景と現状
我が国では 1997 年に京都議定書が採択さ
れた．その後，先述した通り地球温暖化対策
推進法，改正省エネ法，環境配慮契約法など
を介して官民問わず省エネルギー活動が求め
られている．しかしながら，省エネルギーが
見込まれる既存施設への省エネルギー管理の
取り組みが不十分である．そこで省エネルギ
ー市場の低迷に中央政府はもちろん地方公共
団体も率先して参入し，市場の活性化ひいて
は省エネルギー活動が要請されている．
地方公共団体の追加的な財政負担を生じる
ことなく省エネルギー活動を実施し，その結
果，既存施設の光熱水費や二酸化炭素の排出
削減を通じた温暖化防止活動に寄与する手法
として「ESCO事業」という省エネルギーの
手法が一部の地方公共団体から注目されてい
る．ESCO事業とは，「省エネルギーを民間
の企業活動として行い，顧客にエネルギーサ
ービスを包括的に提供するビジネス」と定義
されている８）．具体的には，「ESCO事業者
は工場やビルの省エネルギーに関する省エネ
診断，方策導入のための設計・施行，導入設
備の保守・運転管理，事業資金の調達など包
括的なサービスを顧客に提供し，それまでの
環境を損なうことなく省エネルギーを実現
し，その結果得られる省エネルギー効果を保
証する．ESCO事業者の利益は，顧客の省エ
ネルギーメリットの一部から報酬として享受
する．」９）と述べられている．

ESCO事業導入の背景は，通商産業省（現
経済産業省）資源エネルギー庁に 1996 年に
ESCO検討委員会が設置された．その後，マ
ニュアル作成や ESCO事業の市場整備や地
方公共団体への導入が展開された．国土交通
省でも『官庁施設における ESCO事業導入
実施マニュアル』，経済産業省では『自治体
が ESCO事業を導入するためのモデル公募
要項集』を公表しその普及啓発を促している．
具体的な計画値の効果は，一般的な省エネ
ルギー改修の平均 7.6％に対して，ESCO事
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業では平均 15.8％と試算されている．実績値
では一般的な省エネルギー改修の平均 14.5％
に対して，ESCO事業は平均 20.8％である．
つまり，ESCO事業の方が一般的な省エネル
ギー改修よりも大きな成果を挙げられると言
われている 10）．
その市場規模と件数は 1998 年度 10 億円（7
件）に始まり，2003 年度 353 億円（28 件），
2008 年度 176 億円（32 件）と推移している．
潜在的市場規模は潜在的工事投資規模は 2兆
4,715 億円，原油換算省エネルギー量 1年当
たり 404 万 kl，その内訳として業務部門で省
エネルギー率 25％，産業部門で省エネルギ
ー率 10％と試算されている 11）．

2.2．ESCO事業の事業スキームと効果
ESCO事業は設備の運用改善による省エネ

ルギー効果と新たな設備導入を伴う費用対効
果を勘案しながら，ESCO事業者と地方公共
団体双方の利益を同時に満たし，地球環境の
保全に貢献する環境ビジネスである．同時に
省エネルギー型社会と低炭素型社会を実現す
ることが期待されている．そのサービス内容
のプロセスは，ESCO事業者が①省エネルギ
ー診断に基づく省エネルギーの提案をし，②
①を実現するために省エネルギー設計および
施工を施し，③導入設備の保守・運転管理を
しながら，④エネルギー供給に関するサービ
スを提供する．その過程で契約方式に応じて
ESCO事業者あるいは地方公共団体が⑤事業
資金を調達し，ESCO事業者がサービス内容
に関して⑥省エネルギー効果の保証，⑦その
効果の計測と検証，⑧⑦に基づく改善提案を
図るといった 8つのサービスが段階的に包摂
されている 12）．
一般的な省エネ改修工事と ESCO事業に
よる省エネ改修工事の相違は，前者は事業者
と地方公共団体間で個別契約を介して事業者
が省エネルギー効果を保証する責任はない．
他方，後者は両者間で省エネルギー効果の見
込みと保証が取り決められる．さらに，
ESCO事業による設備改修の特徴として，地
方公共団体における省エネルギーの専門家は
不要であること，改修経費を光熱水費の削減

額で充当すること，パフォーマンス契約とし
て省エネルギー効果を保証すること，業務毎
ではなくすべての業務を一括契約する点が挙
げられている 13）．

ESCO事業の全体のフレームワークは
ESCO事業者が顧客である地方公共団体に省
エネルギー量をパフォーマンス契約として一
定の成果を保証し，ESCO事業者から地方公
共団体に省エネ診断・設計・施行・保守・運
転管理・資金調達などの包括的なサービスが
提供される．その対価は事業方式の選択によ
り異なるが，顧客は実質的な負担を伴わない．
ESCO事業に要する資金は，省エネルギー効
果から削減される予定の光熱水費が原資とな
る．この削減額から事前に取り決めた ESCO
事業者が得る ESCOサービス料と地方公共
団体の利益を按分する．仮に事前に定めたパ
フォーマンス契約を満たさない場合，削減目
標の光熱水費と実際の光熱費の削減額の差額
を ESCO事業者が負担することになる．そ
のため，ESCO事業は ESCO事業者の自発
性に基づく市場メカニズムを用いた省エネル
ギー活動とも言える．他方，パフォーマンス
契約以上の光熱水費の削減を実現した場合
は，その削減額は ESCO事業者ではなく地
方公共団体も享受する仕組みである．また，
事業期間終了後，残存施設に基づく ESCO
事業に関連した光熱水費の削減額はすべて地
方公共団体の利益となる．
さらに，ESCO事業は設備資金を ESCO
事業者あるいは地方公共団体が調達するかに
応じてシェアード・セイビングス契約とギャ
ランティード・セイビングス契約の 2つの契
約方式に分類することができる．前者は
ESCO事業者が自ら資金調達するので民間資
金活用型，後者は顧客である地方公共団体が
調達するので自己資金型と呼ばれることもあ
る．両者の特徴は，シェアード・セイビング
ス契約では地方公共団体が自ら資金調達をす
る必要はないが，ギャランティード・セイビ
ングス契約と比較して維持管理の経費項目が
多くなり，それに伴い事業の成立要件が大規
模施設以外では成立が難しくなる．結果的に
金利負担分がコスト増加につながると言われ
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ている 14）．一方，ギャランティード・セイビ
ングス契約の特徴は，シェアード・セイビン
グス契約の逆である．

3．環境配慮型VFMの構築

3.1．環境配慮型VFMとは
地方公共団体が財政負担の軽減や官民のリ
スク配分などを意図しながら民営化手法を用
いて社会資本整備を供給する手法の 1つとし
て PFI方式がある．地方公共団体が事業の
調査段階でこの方式を採用するか否かの判断
材料が VFMである．VFMとは政府が社会
資本を直接供給する従来型公共施設整備方式
の費用と PFI方式としてハードおよびソフ
ト事業やリスクなども加味した場合の貨幣的
価値に換算した対価との差額である 15）．従来
型公共施設整備方式よりも PFI方式の方が，
コストが低くこの差額が大きければ大きいほ
ど，高い VFMを示すことができる．
従来型公共施設整備方式と PFI方式を比

較してコスト削減，質の向上そして官民のリ

スク配分を貨幣的価値に換算した「市場型
VFM」は図.1 に示した通り両方式の差額と
なる．
しかしながら，ESCO事業を導入した場合
は追加的に 2 つの効果が得られる．1 つは，
ESCO事業を導入したことから生じる直接的
な光熱水費の削減である．これはソフト事業
に係る維持管理費の低下につながる．2つめ
は 1つめの光熱水費削減に伴う温室効果ガス
削減分を貨幣的価値に換算した環境保全効果
である．地方公共団体は地域住民と事業者の
みの利益や費用を対象とするならば，市場型
VFMに基づき PFI事業の採否を判断する．
すなわち，市場型 VFMのみだけではなく
追加的な環境保全効果も対象にいれるなら
ば，1.その事業から生じる市場型 VFM，
2.ESCO事業導入に伴う維持管理費の削減
額，3.そこから付随する温室効果ガス削減に
伴い貨幣的価値に換算した環境保全効果も含
む 3 つの効果を加味して，環境配慮型 PFI
事業の採否を検討するのが社会厚生の観点か
ら合理的であると思われる．
また，環境配慮型 PFI方式と一概に言っ

図.1　市場型 VFMと環境配慮型VFMの相違

出所：内閣府民間資金等活用事業推進室（2008），横浜市（2012a）を基に筆者作成．
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ても図.1 に示した通り初期費用重視型とライ
フサイクルコスト（LCC：Life Cycle Cost）
重視型の 2種類に分類される．前者は後者に
比較して施設整備費であるエネルギー関連施
設費に投資資金を投入しない．そのため，全
事業期間を通した光熱水費に係る維持管理費
が後者よりも高くなる．
しかしながら，事前の事業者選定の段階で
は初期費用重視型の ESCO事業者が選定さ
れる傾向がある．初年度では確かに初期費用
重視型の方がライフサイクルコスト重視型よ
りも施設整備費が低いため，このタイプの契
約をプロポーザルした事業者が選定される．
ただし，ライフサイクルでハードとソフト事
業費ならびに環境保全効果までも検討すると
ライフサイクル重視型の方が初期費用重視型
よりも事業費が低くなる．結果として，市場
型 VFMと環境保全効果が大きくなる．その
ため，事業者を選定する地方公共団体は事業
初期やライフサイクルの事業費のみではなく
事業期間全般にわたる環境保全効果までも考
慮する視点が必要である．なお，事業期間終
了後の省エネルギー効果や環境保全効果は算
定することが困難である．そのため，入札の
段階では事業期間内のみ評価すべきである．
また，地方公共団体は環境保全効果をどの
ように捉えるかを明示しなければならない．
市場型の PFI方式では，単純に市場型 PFI
方式と従来型公共施設整備方式の公共支払い
額の現在価値を比較すればよい．他方，環境
配慮型 PFI方式では光熱水費の削減予定額
と温室効果ガス削減分の環境保全効果までも
対象に環境配慮型 PFI方式の導入の是非を
考える．環境配慮型 PFI方式の場合，環境
配慮型 VFMと市場型 VFMの差額を貨幣的
価値に換算しゼロ以上の光熱水費の削減額を
含む環境保全効果が得られるならば，社会厚
生上実施に値することになる．

3.2．環境配慮型VFMの源泉
では，この環境配慮型 VFMはどのような
事業スキームを用いれば得られるのか．市場
型 VFMでは，それを生み出す源泉は性能発
注主義，リスクの最適配分，業績連動支払い，

競争原理であると言われている 16）．
しかしながら，ESCO事業を用いて環境配
慮型 VFMを実現する場合，市場型 VFMと
は異なる点もある．たとえば，ESCO事業で
は PFI方式と同様に個別契約ではなく一括
発注の性能発注主義を採用し，そして施設の
設置や維持管理に関する省エネルギーの実現
も ESCO事業者の自発的な提案に委ねてい
る．一方，ESCO事業では市場型 PFI方式
と異なり事業の採算性の有無にかかわらず，
ESCO事業者が省エネルギー事業の責任を負
い，地方公共団体と事業契約を締結する点で
ある．この契約はパフォーマンス契約である
ため，仮に当初の省エネルギー効果ひいては
目標値として定めた光熱水費の削減を実現で
きなかったならば，ESCO事業者が補填する
仕組みである．また，パフォーマンス契約に
記されている光熱水費に関する省エネルギー
量または光熱水費の削減額は，確定値ではな
く事前的な値であることを留意する必要があ
る．
さらに，性能発注主義をそのまま採用する
場合，新規の PFI事業に適用するのかある
いは事業中の PFI事業に適用するのかを区
別しなければならない．一般的に ESCO事
業を導入すると 20.8%の省エネルギー効果が
あると言われている．しかしながら，新規の
PFI事業に ESCO事業を付帯する場合，最
新の施設設備を導入しているため省エネルギ
ー効果はあまり見込めない．実際，横浜市に
限定した規定ではあるが，ESCO事業の対象
条件と導入基準を熱源設備の設置後 15 年以
上あるいは改修後 7年以上経過している．そ
して年間エネルギー使用量が 3,000GJ17）以上
と定めている 18）．そのため，新規の PFI事
業はもちろん，まだあまり年数が経過してい
ない事業途中の PFI事業では，大きな省エ
ネルギー効果を期待できない可能性がある．
一方，既存の市場型 PFI事業でも省エネル
ギー効果を考慮して設計や建設をしているか
もしれないが，事前に個別案件の特徴や事業
契約書を介した慎重な調査と検討が必要であ
る．つまり，無条件に環境配慮型 PFI方式
を導入し，市場の健全性を損なわないことが
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肝要である．

3.3．環境配慮型VFMの評価
地方公共団体は，環境配慮型 VFMを試算
する場合に環境保全効果の評価に関する問題
に直面する．光熱水費の計算は容易である．
一方，温室効果ガスをどのように貨幣的価値
に換算するのが妥当なのか．温室効果ガスを
低く評価すると環境配慮型 PFI事業は必要
以上に実施されてしまう．このような傾向は，
本来，社会的に不要な社会資本整備の実施に
つながり公的資金を投入しないあるいは可能
な限り減らし，地域社会の住民厚生を向上さ
せる社会資本整備に取り組む PFI方式の理
念に反する．他方，評価を厳しくすると当然，
環境配慮型 PFI事業の実施件数はあまり期
待できなくなる．
1つの評価手段として，温室効果ガスを市
場で取り引きする「カーボン・オフセット」
のクレジット価格を適用することが考えられ
る．我が国では，京都議定書の批准に伴い温
室効果ガスの削減が国際公約として求められ
ている．実際は東日本大震災の影響や業務部
門の温室効果ガスの増加のため，我が国に要
求された基準を満たしていない．そこで，我
が国は定められた温室効果ガスの削減量を満
たすために CER19）やカーボン・オフセット

を購入している．いわば，CERやカーボン・
オフセットの価格は 1種の温室効果ガスの市
場価格の代理変数とみなすことが可能であ
る．そのため，CERやカーボン・オフセッ
トの市場価格を用いて環境保全効果を算定す
ることに一定の合理性がある．もちろん，カ
ーボン・オフセットと一概に言っても J－
VER20），国内クレジット，グリーン電力証書
など所轄主体に応じてその手段は多岐にわた
る 21）．環境配慮型 VFMの環境保全効果の市
場価値の算定に関しては，ESCO事業という
省エネルギー活動を意図しているので経済産
業省所轄の国内クレジットの価格を用いるこ
とが妥当と考えられる．

4．環境配慮型PFI 方式へ向けた市場整備

4.1．事前および事業中の事業スキーム
ESCO事業を基に環境配慮型 PFI方式を

実施する場合の論点を検討する．具体的には
事業前は事業者の入札やそれに伴う審査事
項，事業中は支払いスキームを中心に取り上
げる．
事前段階における環境配慮型 PFI方式の
事業者選定は，市場型 PFI方式の審査項目
に留まらず表.1 のような項目まで対象を広げ

表.1　環境配慮型PFI 方式の評価項目
事項 項目

財政的評価事項 （1）X年間の利益総額が大きいこと．
（2）光熱水費など削減保証額が大きいこと．
（3）ESCO事業に係る補助金採択の可能性が高いこと．

環境的評価事業 （4）  対象施設全体の省エネルギー率が X％以上あり，省エネルギー効果
が十分にあること．

（5）  二酸化炭素排出の削減効果が高いなど地球温暖化対策に有効である
こと．

（6）  ESCO設備に起因する環境負荷（騒音，振動，大気汚染物質など）
の対策が考慮されていること．

技術的評価額 （7）技術提案に具体性・妥当性があること．
（8）提案が全体としてバランスが優れていること．

出所：埼玉県（2009a）に基づき筆者作成．
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る必要がある 22）．たとえば，財政的評価事項
の（1）から（2）に記載したが，環境配慮型
PFI方式の事業費は省エネルギー活動から生
じる光熱水費の一定の条件下で試算した事前
的な削減額や補助金が採択されることを見込
んだ金額である．その上で ESCO事業者の
技術を勘案して，地方公共団体は環境的評価
事業として（4）から（6）の項目を評価すべ
きである．
さらに本稿では一意的に環境配慮型 PFI
事業と述べているが，実務レベルでは対象事
業や各地方公共団体の意向に応じて表.1 の環
境的評価事業の項目内容を変更するのも 1つ
の手段である．たとえば，病院・廃棄物処理
施設や施設設置後一定の期間を経過し大きな
省エネルギー効果を見込める事業には，それ
に応じた省エネルギー率を要請することであ
る．また，具体的な省エネルギー率の数値目
標は実施主体の地方公共団体がどの程度，環
境施策に重点的に着手しているかにも依存す
る．
市場型 PFI事業では，SPCは事業性を重
視している．一方，環境配慮型 PFI事業では，
従来型公共施設整備方式と比較して発注者で
ある地方公共団体は事業性のみならず，その
サービスが地域社会に必要か，環境への配慮
はなされているのか，民間部門ではなく公共
部門が提供するような継続性と公共性といっ
た視点が重要である．もちろん，継続性と公
共性の特質を備えそして地方公共団体が責任
をもって提供する社会資本整備（サービスも
含む）ならば，従来型公共施設整備方式とし
て地方公共団体が供給するのも 1つの選択肢
である．また，地方公共団体が環境への配慮
を望むならば，環境配慮型 PFI方式を活用
するのが有効である．
事業中に関しては，支払いスキームが論点
となる．シェアード・セイビングス契約は民
間資金活用型，ギャランティード・セイビン
グス契約は自己資金型と呼ばれている 23）．た
だし，事業資金を地方公共団体あるいは
ESCO事業者のどちらが出資するかまたはサ
ービス期間中の省エネルギー設備の所有権の
相違などがあるが，支払いスキームは実質的

に独立採算型である．すなわち，補助金獲得
の可能性はあるが，一部の PFI方式の支払
いスキームのように公的負担を加算したサー
ビス移転型やジョイント・ベンチャー型とは
異なる．
また，省エネルギー施設の所有権に応じて

PFI方式における BTO方式か BOT方式の
いずれかに該当するが，結局，ESCO事業は
光熱水費の削減額を原資とした事業である．
仮にその削減額が満たされない場合は，
ESCO事業者が経済的な負担を課される．つ
まり，事業契約書で締結された光熱水費の削
減額は，事業契約当初から独立採算型を採っ
ているので支払いスキームには影響しない．
一方，環境配慮型 VFMで議論した省エネル
ギー効果に基づいた貨幣的価値に換算した温
室効果ガスは，ESCO事業の導入により削減
できた光熱水費の削減額分までは地方公共団
体は公的資金を支払う意義があると考えられ
る．

4.2．他の事業方式との相違
対象分野を社会資本整備を主とする従来型
公共施設整備方式，ハード事業の社会資本整
備のみではなくソフト事業も含む PFI方式
と省エネルギー事業を取り扱う ESCO事業
ではそれぞれ事業内容が異なるが，従来型公
共施設整備方式と ESCO事業もそれぞれ
PFI方式で実施可能である．そのため，3つ
の方式の比較検討を行う．これらの方式の発
注方法・事業者選定方法・リスク分担・資金
調達をまとめたものが表.2 となる．
表.2 から従来型公共施設整備方式とそれ以
外の発注方法や事業者選定方法は，大きく異
なることがわかる．特に，ESCO事業では事
業者の成果を重視している．発注段階におい
ても事業者の自発性と一定の成果の実現を目
指すためにパフォーマンス契約を採用してい
る．また，リスク分担も ESCO事業者に課
されている．つまり，ESCO事業，PFI方式
そして従来型公共施設整備方式の順に事業者
の自発的な選択と行動が求められる．これら
の方式は提供する対象が社会資本整備から省
エネルギー事業と大きく異なるが，ESCO事
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業を用いて環境配慮型 PFI方式を実施する
場合には市場型 PFI方式以上に事業者の事
前的な収益性の評価や事業スキームを把握し
た上で導入することが肝要である．
特定の事業に事業の採算性が見込め ESCO

事業を導入する場合を検討する．ESCO事業
には 2つの契約が整備されているが，事業に
適用する場合の両者の特徴を図.2 のようにま
とめた．両者とも ESCO事業を実施したな
らば，実質的には地方公共団体の自己負担な
しで ESCO事業者の自己責任の下，省エネ
ルギー活動が行われる．最終的には省エネル
ギー活動を通じた環境保全効果が期待でき
る．
しかしながら，実施事業の特性に応じて両
方式を使い分けるべきである．たとえば，大
規模施設であり短期間の事業期間そして地方
公共団体の貸借対照表にオフバランスの簿外
資産として計上する場合はシェアード・セイ

ビングス契約が適している．他方，事業費が
安価であり長期間の小規模施設ならばギャラ
ンティード・セイビングス契約が適している．
前者は ESCO事業者の資金を用いているの
である程度の事業性が必要となり，その結果，
大規模施設での導入に限定されてしまう．さ
らに，ESCO事業はパフォーマンス契約とし
て ESCO事業者に大きな事業リスクが課さ
れるが，資金調達に関する金融リスクまでも
課されてしまう．一方，前者は補助金獲得の
可能性が後者の契約よりも高くそして大きな
事業規模ひいては採算を見込めるのが特徴と
して挙げられる．後者のギャランティード・
セイビングス契約は図.2 の通りシェアード・
セイビングス契約の正反対の特徴を備えてい
る．

4.3．ESCO型 PFI 事業の導入に向けて
全国にあるほとんどの地方公共団体は財政

表.2　各事業方式の相違
項目 従来型公共施

設整備方式
PFI方式 ESCO事業

（  ギャランティー
ド・セイビング
ス方式）

ESCO事業
（  シェアード・セ
イビングス方式）

発注方法 ・    段階別・工
種別発注
・  仕様発注

・  一括発注
・  性能発注

・    パフォーマンス
契約
・  一括契約

・    パフォーマンス
契約
・  一括契約

事業者選定方法 ・  価格による
入札が原則

・総合評価方式 ― ・    公募型プロポー
ザル方式

リスク分担 ・    基本的に公
共側がリス
クを負う．

・    公共と民間の双方
分担

・    原則的に省エネ
事業に関するリ
スクは事業者，
その他は公共負
担

・    原則的に省エネ
事業に関するリ
スクは事業者，
その他は公共負
担

資金調達 ・    市債，補助
金など公共
が資金調達

・    民間側が市場から
資金調達（プロジ
ェクト・ファイナ
ンス方式など）

・    顧客（地方公共
団体）が資金調
達

・    ESCO事業者が
資金調達

出所：  横浜市（2012a），一般社団法人 ESCO推進協議会ホームページ（www.jaesco.or.jp 2015 年 5 月 8
日閲覧）『新版 ESCOのススメ』，（財）省エネルギーセンター ESCO事業推進部（青森県ホームペ
ージ（www.pref.aomori.lg.jp 2015 年 4 月 26 日閲覧））『ESCO事業のしくみについて』，埼玉県（2011）
から筆者作成．
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的に厳しく，他方，温暖化対策に取り組まな
ければならない昨今，環境配慮型 PFI方式
の実施手段の 1 つとして ESCO事業を用い
ることは注目に値すると考えられる．PFI方
式に環境的な側面を考慮した環境配慮型 PFI
方式として，事業性だけではなく環境保全効
果も取り込んだ環境配慮型 VFMや支払いス
キームの構築，事業者の選定と評価項目そし

て他の事業方法との比較検討などを通じて簡
単なビジネスモデルを提案した．
しかしながら，発注者の地方公共団体と実
施主体である ESCO事業者は，今後，環境
配慮型 PFI方式を本格的に導入するための
市場整備に関する多数の課題を抱えている．
それらは表.3 にまとめられているが，全体的
に大きく分類すると 3点挙げられる．

図.2　シェアードおよびギャランティード・セイビングス契約の特徴

出所：筆者作成．

表.3　環境配慮型PFI 事業導入に向けた条件整備
分類 摘要

地方公共団体 ①認知度，普及・促進策
②制度・法制面の問題
③ファイナンス方式
④省エネではなく省コスト優先
⑤リスク（検証・保証）分担

ESCO事業者 ①認知度，普及・促進策
②ビジネスモデルの未確立
（地元企業の育成，ESCO事業の低収益，プロジェクトマネージャーの育
成，提案型公募方式への対応の限界，JV（共同企業体）の場合の責任分
担問題，ファイナンス方式，リスク（検証・保証）分担）

市場整備 ① ESCO事業の対象設備が不十分
②  省エネルギー改修の受入れ体制（入札制度，補助金，地方公共団体の
受け入れ体制）
③ PFI法の適用との整合性（単年度会計など）
④  情報不足，業務量および業務内容（ESCO事業ではなく環境マネジメ
ント，省エネルギー改修）

出所：宮城県（2007），関東経済産業局（2005）より筆者作成．
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1つめは ESCO事業の認知度や普及・促進
策である．地方公共団体が実施している
ESCO事業は 2006 年時点で全国に累積 85 件
も導入している．しかしながら，地方公共団
体にその事業方式の正確な理解や普及までは
至らないのが現状である．ESCO事業はエネ
ルギー消費量や築年数を考慮して対象となる
施設と ESCO事業者が選定されれば，定期
的な事業報告書の確認や省エネルギー量の検
証のみであり，大きな事務作業は不要である．
もちろん，ギャランティード・セイビングス
契約では地方公共団体が光熱水費の削減額か
ら ESCOサービス料を ESCO事業者に定期
的に支払うという作業が生じるが，大きな事
務負担ではないと思われる．また，ESCO事
業とは事業が開始されれば地方公共団体と
ESCO事業者の両者が光熱水費削減の利得を
按分する構図である．そして，省エネルギー
事業に伴い環境保全効果までも期待される．
そのため，環境問題は国民的課題であること
を踏まえて中央政府は地方公共団体に追加的
な財政負担がなく，事務作業も多くない
ESCO事業を用いた市場性と環境保全効果を
見込める環境配慮型 PFI方式を積極的に普
及させるべきである．
2つめは環境に関する PFI事業のビジネス

モデルがまだ十分に構築されていないことで
ある．本稿では簡単なビジネスモデルを提案
した．しかしながら，今後，実務に耐えられ
るようなより精密なビジネスモデルの構築が
必要である．それを具体化するために地方公
共団体，ESCO事業者そして市場整備の観点
から考える．ESCO事業には地方公共団体側
に専門家は不要と言われているが 24），この事
業を実施するか否か，実施するとしても対象
施設の特性に応じてギャランティード・セイ
ビングス契約あるいはシェアード・セイビン
グス契約のいずれかを判断する．その上で事
業契約や定期的な事業診断，省エネルギー効
果の検証や事業報告書の確認など一定の知識
や労力を要する．そこで，中央政府が市場メ
カニズムが機能する条件整備をして地方公共
団体間の情報共有化や研修会を通じた知識の
会得などを全国の地方公共団体と共同で取り

組むことが，ESCO事業を用いる環境配慮型
PFI方式の活性化につながるであろう．
3つめは，ESCO事業を基礎に環境配慮型

PFI方式を実施する場合には PFI方式に適
合させる必要がある．たとえば，ESCO事業
のギャランティード・セイビングス契約を基
礎に事業を展開するならば，事業契約を毎年
度の単年度契約から複数年度へ延長し，それ
に伴い複数期間にわたる施設の所有権やサー
ビス支払い料に関する地方公共団体と ESCO
事業者間の債務負担行為の課題が表面化す
る．安易にシェアード・セイビングス契約を
用いるのも 1つの手段であるが，図.2 に示し
たようにシェアードおよびギャランティー
ド・セイビングスの 2つの契約方法が対象と
する施設はそれぞれ異なる．そのため，パフ
ォーマンス契約として目標値が定められてい
る ESCO事業では，その施設の規模や事業
期間そして事業費などを考慮して両契約を使
い分ける工夫が必要である．それが ESCO
事業者の利益を増加させ，事業の安定性をも
たらし，結果的に地方公共団体の利益に寄与
する．また，パフォーマンス契約に記載した
以上の省エネルギー効果から生じる光熱水費
の削減額を地方公共団体のみではなく，
ESCO事業者にもその一部を支払うなどの
ESCO事業者のインセンティブを向上させる
支払いスキームが効果的である．同様に光熱
水費の削減に伴う貨幣的価値に換算した温室
効果ガス削減に対しても，それに応じた支払
いは社会厚生上，合理性が認められる．
なお，次の点が環境配慮型 PFI方式に内
在されている．ESCO事業のビジネスモデル
はパフォーマンス契約を採るので，不適切な
ESCO事業者を排除するという一種の逆選択
の問題を内包的に解決する機能を備えてい
る．一方，追加的な光熱水費の削減額を
ESCO事業者にボーナスとして受け取れるよ
うな支払いスキームに変更すれば，ESCO事
業者の ESCO事業への努力を最大限に発揮
させ努力の欠如を意味するモラル・ハザード
の問題も解決可能である．環境という外部不
経済の問題は ESCO事業を介して市場で内
部化可能である．それゆえ，近年，地球規模
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で温暖化対策が求められているが，ESCO事
業は追加的な財政負担なしに温暖化対策や省
エネルギー効果から光熱水費を削減するとい
った 2つの効果を期待できる．

5．むすびに

本稿では市場性のみではなく，温暖化対策
も視座に入れた環境配慮型 PFI方式を実施
する場合の制度設計を検討した．その具体的
な方法として ESCO事業を基礎とし事業を
実施するか否かのもっとも重要な判断指標で
ある VFMに省エネルギー削減額や環境保全
効果を加味した環境配慮型VFMを提案した．
さらに，事業者の入札，支払いスキームそし
て環境配慮型 PFI方式を導入する際の課題
を議論した．
主な結論は次の通りである．環境配慮型

PFI事業を実施するか否かの判断基準である
環境配慮型 VFMとして事業費・リスク・質
の向上といった市場型 VFMに関する要因だ
けではなく，省エネルギー効果による光熱水
費の削減額とそれに伴う温室効果ガスも加味
する必要がある．特に，地方公共団体は自ら
の温暖化防止活動や環境対策を策定している
ならば，地方公共団体は温暖化対策を目的に
省エネルギー効果による温室効果ガス削減分
を貨幣価値に換算し，その金額を削減額に応
じて ESCO事業者に支払う合理性があると
考えられる．事業性に関しては，従来型公共
施設整備方式や市場型 PFI と比較して
ESCO事業者の責任が大きい．具体的にはパ
フォーマンス契約を採るため，仮に事前に取
り決めた光熱水費を削減できなかったならば
ESCO事業者がその分を補填しなければなら
ない．さらに，仮に特定の事業に環境配慮型
PFI方式を適用するのが社会的に望ましいと
しても，その事業の特性に応じてシェアード・
セイビングス契約とギャランティード・セイ
ビングス契約のいずれかを選択する必要があ
る．たとえば，対象となる施設が大規模で短
期間の事業契約そして事業リスクが大きいな
らばシェアード・セイビングス契約を採用す

るといったように 2つの契約方法を分類すべ
きである．また，仮に環境配慮型 VFMを期
待できる事業でも ESCO事業者は独立採算
型が難しい場合，温室効果ガスの貨幣的価値
の金額以内を地方公共団体が公的資金を支払
うことは社会厚生的に意義があると考えられ
る．
環境配慮型 PFI方式を全国的に広めるに

は次の 3点を考慮しなければならない．1つ
は ESCO事業の認知度や普及・啓発である．
2つめは ESCO事業を用いた環境配慮型 PFI
方式に関する環境ビジネスモデルの構築であ
る．3つめは ESCO事業の事業スキームを現
行の市場型 PFI方式へ適用させ，追加的な
環境保全効果に対する業績連動型支払い制度
の導入などの市場整備である．地方公共団体
は実施に至るまで表.3 にまとめた諸課題があ
るが，単に市場性だけではなく環境保全効果
を期待して導入を検討する意義があると思わ
れる．
一方，全国の地方公共団体でも ESCO事
業以外 25）の方法を用いて省エネルギー事業
に着手している事業もある．内閣府民間資金
等活用事業推進室（2008）の中でエネルギー
マネジメントとエネルギー調達の両者が発注
者である公共部門が担う「東京都多摩広域基
幹病院（仮称）及び小児総合医療センター（仮
称）整備事業」，エネルギー調達は発注者，
エネルギーマネジメントは SPCが担う「筑
波大学附属病院再開発に係る施設整備等事
業」，エネルギー調達とエネルギーマネジメ
ントの両者とも SPCが担う「中央合同庁舎
第 7号館整備等事業」と事業内容を主体別に
分類し整理している．他にも「銚子市立銚子
高等学校施設整備等事業」，「黒部市下水道バ
イオマスエネルギー利活用施設整備運営事
業」，「大阪市平野下水処理場汚泥固形燃料化
事業」などでは各地方公共団体が独自に省エ
ネルギー事業や資源循環を試みている．
今後，市場性だけではなく温暖化防止対策
や環境配慮を検討している地方公共団体は本
稿で展開された環境配慮型 PFI方式を参考
にする価値があると思われる．また，ESCO
事業以外の手法を用いた環境対策を実施して
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いる PFI事業を参考にしたり，最初から「環
境配慮型 PFI事業ありき」ではなく特定の
事業が地域社会に必要か，その事業の特性に
応じて従来型公共施設整備方式，PFI方式あ
るいは他の社会資本整備の供給方法が適して
いるかを比較検証する必要がある．その上で
仮に環境配慮型 PFI方式が適していても事
業規模や事業期間，リスクなどを加味してシ
ェアード・セイビングス契約またはギャラン
ティード・セイビングス契約のいずれかを判
断し，事業の制度設計をすることが地方公共
団体のみだけではなく ESCO事業者にも求
められる．それが ESCO市場の健全な発展
につながる．
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注
１） 一般社団法人 ESCO推進協議会ホームページ
（www.jaesco.or.jp 2015 年 5 月 8 日閲覧）『新
版 ESCOのススメ』p.1 によると事業者が事
業に要する事業費以上の光熱水費の削減を保
証契約値として設定すれば，地方公共団体の
事業に係る自己負担は要しない．

２） 内閣府民間資金等活用事業推進室（2008）
pp.1－2 を引用．

３） 正式な名称は「地球温暖化対策の推進に関す
る法律」（1998 年）である．

４） 正式な名称は「国等における温室効果ガス等
の排出の削減に配慮した契約の推進に関する
法律」（2007 年）である．

５） 正式な名称は「エネルギーの使用の合理化等
に関する法律」（2003 年）である．

６） 『朝日新聞』（2015 年 7 月 18 日，朝刊）第 5
面を参照．

７） 1999 年の PFI法施行以降，実務に関するガイ
ドラインや数次の法改正が行われてきたが，
環境を中心に取り上げた PFIの報告書は内閣
府民間資金等活用事業推進室（2008）が初め
てである．

８） （財）省エネルギーセンター ESCO事業推進
部（青森県ホームページ（www.pref.aomori.

lg.jp 2015 年 4 月 26 日閲覧））『ESCO事業の
しくみについて』p.2 を引用．

９） 注 8と同様．
10） 一般社団法人 ESCO推進協議会ホームページ
（www.jaesco.or.jp 2015 年 5月 8日閲覧）『Save 

Energy,Save the Earth with ESCO　企業の
省エネ戦略を支援する ESCO事業　その魅力
と可能性』を参照．

11） 注 8を参照．
12） 一般社団法人 ESCO推進協議会ホームページ
（www.jaesco.or.jp 2015 年 5 月 8 日閲覧）『新
版 ESCOのススメ』を参照．

13） 注 10 を参照．
14） 注 12 と同様．
15） 内閣府民間資金等活用事業推進室（2000）
『VFM（Value For Money）に関するガイドラ
イン』を参照．

16） 野田由美子（2003）『PFIの知識』日本経済新
聞社を参照．

17） GJ（Gigajouel，ギガジュール）はエネルギ
ー使用量の基本的単位である．

18） 横浜市（2014）を参照．
19） CERとは「Certified Emission Reductions」
の略称である．

20） J－VER と は「Japan－Verified Emission 

Reduction」の略称である．
21） J－VERは環境省，国内クレジットは経済産
業省，グリーン電力証書は資源エネルギー庁
が所轄している．従来は所轄官庁に応じてオ
フセット・クレジットが一元的ではなかった．
しかしながら，2013 年度から環境省・経済産
業省・農林水産省のオフセット・クレジット
が 1 つの J－クレジットとして取り扱われて
いる．

22） 市場型 PFI方式の導入の採否に関しては内閣
府民間資金等活用事業推進室『PFI事業実施
プロセスに関するガイドライン』（内閣府民間
資金等活用事業推進室ホームページ　www8.
cao.go.jp/pfi/guideline.html　2015 年 8 月 28
日閲覧．）に基づいて判断される．

23） これは，前者は ESCO事業者の資金を，後者
は顧客である地方公共団体が自己資金を用意
するためこのように呼ばれている．

24） 注 10 と同様．
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25） 埼玉県のホームページ（www.pref.saitama.

lg.jp  2015 年 4 月 27 日閲覧）によると，県内
の PFI事業は 2015 年 4 月 27 日時点で 13 の
事業が供用開始されている．全体にわたり環
境や省エネルギー関連の事業であるが，その
内，8つの PFI事業名で ESCO事業と称して
いる．しかしながら，その実態は ESCO事業
と同様なので本稿では特に明示していない．
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