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財政学研究会 2010年寄季シンポジウム

総合討論

百会:

3人のパネリストから それぞれ鋭い切り口でのコメントがございました.

坪郷先生からは，市民の政策参加に基づいた国会改革という観点から，政権交代の中で一定

の成果もあったということも踏まえながら，お話をしていただいたと思います.

一方井先生は，政策現場のリアリティーのあるお話でしたけれども，政治家自身の問題も，

やはり大きな問題であるということでございましたiまた，行政に関わっておられたので，行

政組織としての政策形成，あるいは，行政を担っている官僚と利害関係者との関係の問題を踏

まえたときに，今後どう考えていくべきか，問題提起もいただいたかと思います.

最後に，寺西先生からは，政権交代の評価をするときに，何よりも沖縄の普天間基地問題を，

一つの評価軸において考えないといけないという提起を受けて.それから，より広げたかたち

でジャーナリズムの問題や，政党自身の問題と，論点提起をいただきました.

飯尾先生に，コメントに応答いただきつつ全面展開のかたちでお話していただくということ

で， よろしくお願いいたします.

飯尾:

ありがとうございます.コメントというか，私以上に，ほぼ満足な話をしてくださったので，

申し上げることが少ないです.今日は，私は政策の中身については，余り意見を言わず，むしろ，

その仕組みとしての政治の話を聞かれているということでお話しました.これは，政治に能力

がないと，中身の方もできないものですから，能力を上げて，その中身をという話です.ただ，

能力を上げたから，中身がd思っている方にいくか，逆の方にいくか，これは別の問題になります.

そういう点でいうと，いい政治は極めて少ないのですけれど，悪い政治はきりがないのです.

幾らでも下に落ちる可能性はございます.そうなので，とにかく可能性を見つける.昔がよか

ったわけではなく よかったではすまない話があって，可能性に気が付かないだけだ、った可能

性がありますから.さっきの沖縄の問題などは，その可能性が高いですね.うまいことだまし

ていたのは，正直言ってだませなくなったということが，起こっているのではということです.

世の中はすべて理想通りにいかないので，私自身は，政治は妥協だという気がしていています.

しかし妥協のやり方，ちまちまとした妥協だけでは，大きなことは何もできないですね.大

きくぼんっと打ち出して， しかしやりきれないというのと，ちまちまとしたことを言ってどこ

までも行かないのとでは， どこかで行ききれない方が，まだましだというぐらいの，今日のお
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話だということでございます.

坪郷先生のご指摘が入ったのは，なんとなく民主党寄りと見られる私がぼろくそ言って，坪

郷先生はどういうお立場か分かりませんが，現政権を幾らか評価されたのは，おもしろいのか

と思います.そこで，具体的なことで，インフォメーションでお伝えすることをほそくします.

「新しい公共」円卓会議，これは実は私は，ずいぶんやるべきだと思うのです.これはしか

しながら，実は漢方薬みたいなものですぐに効果が出ないのです.また これをマスコミが報

じないのは明確であります.これは，マスコミの特権，大手報道機関の利害とまったく反する

ことですので.この運営そのものが，ツイッターその他を使ってメディアを介さずに，社会を

開くという，根本的なチャレンジをしているものですから，報道機関の利害から反するので，

おそらく，かなり意図的に無視しています.鳩山さんの思い入れ，実は思い入れを持つように，

持たせた人たちがいるわけですけれど，それの成果が上がり始めたときには，鳩山さんは人気

がなかった.逆にいうと，彼が政権の浮揚に使ったことが，かえってこれを見えにくくしたと

いうことなのだろうと思います.これはちょっと不幸なことだったと思います.

これを続けられるかどうかなのですけれど，これが実は，民主党の底の甘さで，このことに

ついての菅さんの冷淡さというのは，非常に明確なものがあって，これは非常に難しいのです.

あれで鳩山がしくじった，これは違う感じだということになって，何か鳩山さんを納得させる

ために，大切にするとは言ってはいるけれども，全然やるつもりがないということになってし

まっています.これは，非常に難しいところがあって，市民運動から出てきた菅さんが，むし

ろ自分自身からすると，大人になるためにこういう世界を忘れつつあるのに対して，全然そう

いう世界を知らなかった鳩山さんがかえって興味を持つという，非常に難しいことが起こって

いると私は思っています.

しかしながら，例えばその辺りでNPOをしていたけれども，首相官邸に始めて入った，入

り方も分からなかった人たちが出たこと，つまり，実は社会自体に世の中が変わる可能性を開

いたという点では，大きなことであって，好余曲折があってもこういうのは進んで行かざるを

得ない，名前の「新しい公共」というのが，生き残れるかどうかは分かりませんけれど.

こういう新しい人々の力をつくらないといけないというのは，実はものの見えている人たち

で，どうして先ほどの税制が可能になったかというと，意外なことに，こういうことに日を付

けているのは，やはり財務官僚であったりします.極めて優秀な人たちは，将来の日本の統治

ということを考えると，そういうことに目配りしようという変化が起こっているということは，

ちょっとあるなということですね.また， 自民党の中でもそれは呼応する動きは出ていて，だ

から党外問わずこういうことは進んで、いくということがあり得る，一つの例だろうと思ってお

ります.

それから，国会内閣制の話ですが，私自身はこう思っているのです.国会内閣制と言わずに，
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私が議院内閣制と称しているのは，二院制問題があるからです.私自身は，政権は衆議院を基

盤にして，参議院はその修正をするような意味であるべきだということを明確に思っているの

で.衆参両院に足場を持ってとなると，大連立が常態化するということになって，国民が選挙

で政権を選べないということが，実は答えになってしまうものですから.私はそのことを恐れ

て，国会内閣制という言葉を使わない.逆に，有権者は愚かだから，選挙で選ばせてはいけない，

やっぱりエリートがやるべきだという人たちは，政権交代後のある種の混乱を見て，ねじれ国

会解決のためには大連立だと思っている人たちがいますので，それに使われかねない国会内閣

制というのは申しにくいということです.

そのことをどう見るかということがあるものですから，それで，衆議院内閣制，選挙の意味を

強調しているところ，これは坪郷先生と私はニュアンスの違いがあることを認識しております.

ただ，国会の機能があまりにプアで，何とかしなければいけないということを，私が思って

いるところは，まったく共通なのです.たとえば，国会は立派なので，立派な議論をしなけれ

ばいけないと言っていたら，議論はできないです.やっぱり討論ですから，試行錯誤があると

いうことでないと，討議はないです.絶対正しい答弁をすることを前提に，質疑をしている限

りにおいては，まったく法案のまともな審議はできないので. Iああ，間違いました」という

ことが言える国会でなければできないです.国民が，揚げ足取りで，これはだめだ，この政治

家はばかだと言っていてはどうにもならない.これは国会だけではなくて，身近な地元の議会

にとってもそうなのです.みんなで議論をするということは発見の過程ですから.

私がなぜ，そういうことを言うか.この 20年間ぐらい私は国会改革，ず、っと何かいろいろ

なことを試みてきた.その一番の邪魔が，メディアというのか，そのタイプのことです.昔の

大臣の答弁は立派だった それはお役人がつくったことをそのまま言っていただけだ、ったので

すけど.この最近，政治主導とかいって粗い答弁になり駄目だとか言うのですけれど.そうい

うところからすると，動力をつけて次に進まないといけないので，国民の目は大切で，国民と

同じレベルから出発する政治家でいいわけです.

そういうことを考えるとなると， 日本の国会は意外と形式的で立派なところがたくさんある

のです.例えば，審議時間は意外と長いのです.通年国会と言いますけれど，通年国会ですけ

れど， ドイツの国会は 22週間ぐらいですね，審議週は.つまり 1年間の審議計画を立てると，

国民と触れ合っている週があり，国会で議論している週がある.

日本は， とにかく野党が邪魔すればいつまでも議論をしていなければならない.そのときの

一番大きなことは，意外と思われるかもしれませんが， 日本の国会議員が偉すぎることなので

す.有権者が平議員にも期待しすぎるために，国会質問の機会を求めるのです.テレビに出た

がる，中身はともかくとして.実は 国会議員の半分ぐらいは採決要員なのです.そのことを

割り切れないと，自分が選んだのだから，立派な仕事をしてもらおうとすると，全体の機能が

うまくいかない.国会議員がみんな口出しするから族議員になったのです.
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そのことは，実はやや分業の必要があって，その修業をしていて生き残ってという人たちが

大臣になる，あるいはどんなに人格が立派でも政策の理解能力が低ければ 大臣になれないと

いう明確なことがなければいけない.立派な人は，逆にいうと，国会の委員会委員長になろう

という目的の政治家がいてもいいのです.みんながみんな，あいつが大臣になれるのなら俺も

と思っているものですから，これはうまく回っていかないということがあって，そこのところ

が割り切れないと，国会から前に進まないということを，一つだけ補足をいたします.

ドイツ人たちは，それなりにいろいろ頑張っていることも確かで、あります.そういう点でい

うと，私はものが分かりやすいように，わざと日本ともっとも対極にあるイギリスの例を挙げ

ることが多かったのですけれど.最近，政権交代になってみると，実は日本とドイツは政党的に，

ものすごくよく似ているところがあって， ドイツのことを強調するようになりました.

しかし ドイツ人のまねは容易にはできません.極めて九帳面であって，マニフェストという

と，ものすごい分量がありますね.連立合意などというと， 200か3∞ページあるでしょう.そ

れを一月間，合意しているのを国民は待っているのです.そこまでしなければ物事は煮詰まって

いかないけれど，日本みたいに，すぐに， 1日でも遅れたら許さないなど ばかなことを言って

いると駄目ですね.やっぱり， ドイツのように普通の人もかなり細かいことまで、興味を持って議

論をするという文化が要ります.だからそういう国会，議会が成り立つというところもあって，

そこの部分をちょっと変えていかないと，なかなか追いついていかない部分もある.そういうこ

とはあります.最後は甘いことを言って申し訳ありません.

それから，一方井先生のコメントは，非常にそのとおりで実感があって，ただやっぱり，現

役でおられたときのイメージが強すぎるのではという気がします.政治をしてもうちょっと大

きなことができるということです.例に挙げられたことは，もっともだなと思うのですけれど.

しかしやつばか鯨岡大臣がおっしゃったことは，これは正しいです.私が，今日，すべき

だと言っていることです.大臣は総理大臣の部下であって，総理大臣を説得して，内閣一元と

なってすることが政治であるのです.

これがなぜ正しく，多くのほかの大臣がなぜ駄目かというと，よその役所と交渉できなくな

ったときに，多くの大臣は官僚におまえら説得してこいと言うのです.これが駄目なのです.

これは官僚内閣制になっていたのです. 自分が説得するから，自分が建設大臣を説得してやろ

う，通産大臣を説得してやろう，やりきれなかったら総理大臣に直訴する.こういうことが，

実は大切な行動で.ちょっとこのことが足らないというのが，いまの政権の問題です.

その点では，大島先生は，ちょっと，不足なのですね.頑張らせているだけでは駄目で，自

分が通産大臣のところへ行って一言，言ってやろうと，言わなければいけないですね.それで，

川口大臣は交渉上手ですから，これは許されることなのです.本来的に国内で交渉してという

か，説得しなければいけないことなのですけれど.その場で言うと，自分の一存で，代表とし
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て指名された段階で有利になってくるということなのです.そこの部分は，やっぱりちょっと

あることです.

逆にいうと，そのことは重大なことで，例えば鳩山内閣で亀井さんを郵政・金融担当大臣に

したことは，その政策についてはもう圧倒的な意義が出てくるのです.亀井さんはよろしくな

いこともたくさんあるのですけれど.他の分野についてさほど口出しせず，自分の分野を貫徹

したというのは，連立の組み方として一つの組み方だとおもいます.本当は，そういうことも，

もうちょっと成熟させないといけないのだろうなという気がしています. 日本では総じて情緒

的な連立を組んでいるものですから，その仕分けが非常によろしくないと d思っています.

それから，せっかくだから，一方井先生に一つだけ私の思い出を申し上げると，同じことを

私は 97年に思いました.当時，大蔵省の OBだ、った長富さんが，行革のプロジェクトをして

いるので，そこで，通産次官だ、った渡辺さんと議論をさせていただいたことがありました.あ

のときは，通産省が橋本行革をバックアップするような形でしたので，わざと，こんなことを

申しました通産省は，これはもう，行き詰まるでしょう.私に提案があります.もう自分か

ら割れると言うべきだと.通産省が二つに分かれて，一つは経済省，金融庁をとって経済省に

してマクロ経済運営をとってしまう.もう一つは，環境省をとって環境産業省にするべきだと

申しました必ずこの分野は伸びるからと有望でしょう，環境規制だといって，業界規制をし

ないと，いま産業政策でやっている以上，何の権限も残らないでしょう， と私は言った.その

ときには，とても，自分から割れるという勇気はなくということでしたが.いまやっておれば，

環境規制がどうなったかは知りません.そこは，環境官僚の皆さんが，人間力でエネルギー技

官たちに勝たなければいけないという話ですけれど.

そこで感じたことは，長年の行政手法で身についたことがあって，通産官僚は，やっぱり業

界の皆さんと付き合うことが楽しくて行政をしているのです.天下りではないのです.業界行

政を手放すということ，つまり経済省になることも嫌だ、ったのです.マクロでやっていくとい

うのは理屈としては分かるが，感情的に乗れない.それはやっぱり，お役人の，ある意味では

限界なのです. しかしなぜその限界がでるかというと，オン・ザ・ジョブ・トレーニングだ

からです.毎日やっていることを基に，幹部も育ってきている.

政権交代前に，これからの官僚はこれでは生き残れない.政策を勉強しなければ，と言ったら，

ある，いわゆる有力省庁の，極めて有力な局長さんが，飯尾先生，そんなこと言っても，私は

この十数年，政治家の根回しばかりでここまできているのに，いまさら政策の勉強と言われで

も， と言われたことがあります.非常に正直な人だと思います.何を言っているかというと，

日本の官僚は，官僚内閣制では，政治的には政治家から委任されて，根回しまで引き受けてい

たのです.そのため，ほとんどの場合，官僚の政策専門能力が下がっており，環境の方は知り

ませんが，おそらく各省庁とも，極めて政策立案能力が低くなっています.最初から政治的に

もう通らないと思うと，理想、の姿を考えようとしていない人が極めて多いです.これではやっ

F
『
U

A
吐



財政と公共政策第 33巻第 1号(通巻第 49号)2011年5月

ばりよくないです.

そこで，政権交代の効果として，実は官僚は根回しの能力を，権力を失うのですけれど，逆

にいうと，根回しに当てていた時間を手に入れているのです.そうすると，その時間を手に入

れて，エキスパートとなると.国際会議で横で聞いていて，日本官僚のなかには，自分の専門

分野で，私も読んでいる本を読んでいるのではないかという人もいたりします.そういうこと

ではよくないので， 日本の官僚制が生まれ変わるいいチャンスだろうと思っています. もう天

下りができなくなったら定年までいって，その代わり出世機会はやや少なくなります.ポスト

は増やそうとしていません，限界はあります.そこで，あるエキスパートとして国際交渉に出

始めたら，もう 10年，その人が出るということをしていかないといけません.また，たとえ

ばアセスを専門にしたら それで やや出世が遅くなるのだけれど，ずっとそれでやっていく

ということをしていくことが， 日本の官僚制の再生につながっていくのだろうとおもいます.

だから，自分で大きな絵は描きにくくなるし思ったことを実現して，業界の皆さんから感

謝されたりはしなくなるのです.やっぱり，主計官が予算を付けて，この建物は俺が建てたの

だと言っているのは大間違いですね.そういうのは，やめる代わりに，そこの専門能力をつけ

るということです.

しかしながら，官僚もそうなってくると，政治家も理解能力がないと駄目.元はつくっても

らってな提示されたものが何かを見抜いて，ここがポイントだということを見抜けないとい

けません事業仕分けについて 面白い話があります.事業仕分けをやっていて，昔から，事

業仕分けを，政権交代前からやっている構想日本の人たちから見て，民主党の皆さんと自民党

の皆さんを比べたら， もう自民党の皆さんの方が事業仕分けは圧倒的にうまい.なぜか.利権

の匂いを嘆ぎつけるということ，何にうまみがあるかいうことを見抜いているという. もっと

も，政治家がそういうことだけを見抜けるというのもどうかなぁと思うのです.

やっぱり，政治家がしなければいけないことは，官僚が合理的であれば，事業仕分けに関わ

るような，あれは仕立ての悪い政策が掛かっているのです，はっきり申して. 目的と手段がち

ゃんと合致していないのが かかっているわけで.あれは官僚がちゃんとしていれば，しなく

てもよろしいしさらに 政治家の皆さんが 国会の予算委員会や決算委員会が機能すれば，

ああいうことをしなくてもよろしい.

こうなってくると，やっぱり政治家と官僚の役割を再定義していくということだと思うので

す.昨日の政治家のイメージで政治主導はできないということではあるし政治家と官僚の住

み分けということが，大切かなという.ちょっと偉そうに申しあげたのですが，そういうこと

を実感しました.

最後，一番難しいことでございます.重いので，私も慎重に答えないといけないと思うので

すけれど.あえてこういうところから議論いたします.

メディアのことを申し上げます.はっきり申して， 日本の大手メディアは沖縄で、売っていな
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くて，本土で、売っている以上，本土の国民の冷淡さがそのまま現れる.非常に冷厳な現実であ

って，そのことを見せつけられたから沖縄の皆さんは怒っているのだろうと思う.

これはもっと根本的な問題で，この問題は，私は政権交代の問題にしてはいけないと思うの

です.政権問題は多数決の問題だけれど，少数者は必ず負けるのです.ですから，その点でい

うと，沖縄問題みたいなことを政権交代の争点にしてはいけなくて，誰が取り組んでも一定の

配慮をしなければいけない.ただ，申し訳ないのですけれど，配慮にとどまるのです.これは

日本全体に必ず関係はしているのですけれど，それを中心に立てることをできない問題だから

ですね.

その点でいうと私は，大変厳しいことではあるけれども，沖縄の方についても， 日本の現実

ということを知っていただいて，しかしそこでも諦めないでやる.もちろん，諦めるという

ことは独立ということもあるのです.しかしそんなことまでやることは，本土の皆さんも，

沖縄の皆さんも希望しないから.そこは，さっき，政治は妥協だと言った，妥協の通信経路を

つくる.主要政党は弱いですね，沖縄では.ですから，このまま放置しておくと分離の方に進

むのですから，そこをつなぐネットワークは別途，考える必要があります.

そういう点でいうと，この種の問題の取り扱いで，私は個人としての鳩山さんの善意につい

ては，ある程度，認識はしていますけれど，それに期待しすぎるのは間違いだったと思ってい

ます.志は分かるけれど，すぐに実現しないから期待を持たせてはいけないということを，ま

ず、言ってあげるべきだっただろうと，私は思っているのです.これは，相手もアメリカなもので，

日本の体制からすると，そう容易ではないことでありません. しかしそのことを本土のみん

なではないですけれど，心ある人たちと沖縄の人たちは，慎重に粘り強くやっていくというこ

とを大切にする.

一つだけ，その点でいうとやっぱり，寺西先生，国民がではなくて，こういう意見があるの

だということを，正直に言った方がいいのかもしれません.国民全体がそういう状態に，まだ

ないように思います，申し訳ないのですけれど.しかしその一方で，マスメディアの振る舞いが，

自体を悪くしています.政権交代でその普天間の問題が現実化するまでは，非常に応援するよ

うな顔をしてみるのです.遠い可能性の時には， もっともらしいことを言っているのに，でき

そうになると実は はしごを外すということをする.

どんな根っこがあって，この問題が起こっているのだろうか.普天間問題は結局のところ，

普天間返還ということを踏み切るのであれば，実は海兵隊を全部移すということはできるのか

どうかという問題なのです.その問題の核があるかということまで認識せずに，普天間の空港

だけをみているということでは駄目だということでしょう.そこは，よその県で全部引き受け

るというのか，国外で大丈夫か. じゃあ，代わりにどうするのだ. 自衛隊を海外派兵するのか

どうか.そういうことまで関われる難しい問題です. もうちょっと議論を進めて， じっくり議

論をしていって結論を出すべきでしたじっくりといったら これからも長らく負担があって

気の毒であるのですけれど，しかしながら，答えとしてはそうだろうと，私自身は思っています.

円
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そういう点でいうと，有権者は頼りないといえば頼りないのですけれど，私自身は，有権者

を諦めてはもう終わりなので.有権者は，そうそう愚かでもない気がしているのです.

なぜかというと，衆議院の選挙制度については，有権者の動向は増幅するようにつくってあ

るのです.マスメディアの人たちは，そのことを見て驚いていますけれど， 300取ったってど

うということはないのです. 250を超えれば300まで，あとはただの票であります.

しかしそれがあいまいなことになってくると，さまざま不思議なことをする人が出るもの

ですから.不思議なことが出にくいようにしているという点でいうと， 日本の有権者は非常に

慎重であって，小泉郵政解散のときも民主党に入れた人は，ちゃんとそれなりに居ました.そ

して，この前の総選挙で，票を増やした自民党議員もちゃんといます.

そういう点でいうと，有権者はそれなりに見ていて，そこをきちんと捉えられてないメディ

アの問題の方が大きいなと感じます.例えばテレビなどでも，ものすごく一方的にやっている.

新聞などでも見出しの取り方があまりに雑だということは，やっぱり反省しないといけない点

ではないかなと.

一つだけ申し上げたいのは，国民全体は成り立たないですね.意見の違いがあるのです.意

見の違いは違いとして，こういう意見もこういうことがあって，正義の味方というのはこの世

の中にはないということに耐える.そういう点でいうと，有権者が残念なのは，そこに耐える

覚悟は，まだないです.

しかし政権交代したことの一つの意味は そんな簡単に理想は実現しないということを受

け取れるかどうかです.受け取れない傾向もありますよね，最近の知事の活躍などは.受け取

れずに，正義の味方になってしまうと，誰も反対できないという状況，これをどう考えるかと

いう話です.御用政党をつくってやっていこうという企みについて，有権者にどれくらい免疫

力があるのかということについてみる必要があります.なぜにというと，国民は，自分が参加

せずにいい結論を得ょうとしているからということなのではないかと

何か意見があれば，政党とか国会とか行って，そこに参加したらどうかと言うと，皆さん，

いや，ゃったけれど，全然うまくいかないという.そんなことないです. 10年， 20年たって

駄目だったら，そう言ってもいいでしょう. 10年駄目だったら，やり方がまず、かったと，違う

やり方で，また， 20年やってもらわないと世の中変わらない.なぜかというと，世の中に意見

の違いがある以上，自分が考えていることが通らないこともあって. じっくりとほかの人を説

得していかないと駄目なので.自分が多数になったり，ほかの人が黙認して，ぶつからなくな

って初めて実現していくということを.

逆にいうと，旧政権，自民党政権は，そのことをうまくごまかすのは極めて上手で、した.政

策だとこんなものですよと，代わりのものをすぐに出してくるのです.だからすぐに実現した

ような顔をしていたのですけれど 根本的なことには対応していない.だから，普天間みたい
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なことは，いつの間にか，辺野古にいったら，うまくいくようにして，何かみんなをだますみ

たいな言い方をして，沖縄の人まで納得させようという技はあったのです. しかし私が申し

上げたいのは，その技でというのではなくて，不器用で、もいいから，問題に有権者が直面する

政治が求められているのではないかなという気が，私はしているのです.

そういう点で，民主党の中身がバラバラだというのは，私はあれがいいと d思っているのです.

皆さん，純化路線だというのですが，普天間移設は国外移設だという方だけで政党にすると，

いつまでたっても政権が取れないのです.子ども手当に賛成の人を味方につけて，初めて普天

間問題が前に進むのです.そうすると，やっぱり大きな政党と連立を組む小さな政党があって

も，政権を取ろうとしたら連立を組みますから，連立を組むときにまた，妥協が必要になって

しまいます.そんなことであれば，やっぱり日本の国民からいうと，お任せというよりは，多

様な人たちを糾合するのがよいだろうと思います.

私が今日，ご提案したのは，マニフェストをつくったりするときは，国民の前で議論をして，

どこで妥協するのかをちゃんとはっきりさせてから，そういう選挙をしてもらわないといけな

いということです.やっぱり政党の意志決定課程に国民が参加して，それで十全の結論は得ら

れないけれど，まあ，これで一歩前進だと思えるところまで詰められるかどうかということが，

まず答えになっていかないといけないのではないかなと感じます.純化路線になってしまいま

すと寺西先生がお好きな人はみんな党外に出されて，それで一人政党などになってしまうと

いうことでは，うまくいかないので.そこは，遊び、の部分を使って，目的を実現していかない

といけないのではないかと思っております.

大変失礼なことを申し上げて失礼しました.

寺西:

さすがに政治学者ですね.

百会:

ありがとうございましたそれぞ、れのパネリストで補足的な発言がおありでしたらお願いします.

飯尾:

違うことは，それは違うと言ってください.

坪郷:

いいですか.
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盲会:

お願いします.

坪郷:

違うというのではないのですけれど.r新しい公共」推進会議というのは 10月末に立ち上が

りました.これは鳩山さんの本当の思いで始まったのを 菅さんが引き継いでいます.どのよ

うな議論になるのかはこれからですが，今回は，実績のある NPO，NGOのメンバーが委員の

大半です.生活クラブ生協， NPOバンクのメンバーも入っています.この研究会に参加され

ている気候ネットの浅岡さんも委員ですし，私もそのメンバーです.まだ， 3回ぐらいやった

ところなのですが，来年 (2011年)の 6月ぐらいまで 市民社会の強化のための基盤整備の議

論を行います.

ただ，これも飯尾さんが言われたように，中長期的な課題であるので，効果が出てくるのは，

やはり時間がかかる問題だろうと思っています.

司会:

ありがとうございます.一方井先生，いかがですか.

一方井:

はい.私の場合は，例えば，当面の気候変動制度が進むかどうかというところが一番心配で

すが，最近，排出量取引制度は 取りあえず凍結しようというような話になっています.

心配なのは，前に，石油・石炭税が入ったときに，これでもう炭素税の導入はなしょとか，

何か取引感みたいなものがあって 国民があまりよく分からないところで何か進んでいく.

だから，民主党がトライアンドエラーで，試行錯誤でいくことは，まあ，それは仕方がない

と私も思うのですけれども，やはり，政策が変わったときにしっかり説明をする.誰が責任を

持って説明をするかというか そこはしっかりしておいてほしいなと.

そうでなければ，いつの間にか，自民党と同じ政策論を取ってしまったと.わけが分からな

いと.そこなのですよね.だから，私はマニフェストを書くときも，それぞれの項目ごとに担

当責任者というのを明記しておいてほしいと思うのです.

吉会:

そうですね.寺西先生，いかがでしょうか.

寺西:

飯尾先生からは，気鋭の政治学者として見事な切り返しのご説明をいただいて，私にはほと

んど反論できる余地がないのですが・. . 
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確かに，国民の中に，これからの日本の進路をめぐっては，いろいろな意見がありますね.

たとえば， 日本の安全保障をどうするかという， この国の基本の選択に関わるところで，たぶ

ん国民を二分するような，あるいは三分，四分するような，意見の違いや対立があります.逆

にいえば，いろいろな意見があり得るのが民主主義の社会です.

だから私も，そのことは当然だと思っておりますけれども，一つだけ，やはり納得できない

ところがあります. というのは，近代民主政治の社会における政党というのは，国民の多様な

意見や利害を反映するものであって，それらの代表制によって近代の政党政治というのが成り

立つはずですよね.

飯尾先生は，いまの民主党の雑居集団的なところがむしろ良いことなのだとおっしゃられま

した.確かに，自民党に代わる政治的な受け皿を考えたときに，小沢派であれ，前原派であれ，

全部を入れて，それでも足りないから国民新党や社民党も入れて，鳩山連立政権がなんとか立

ち上がったわけですが，その後，内部的な対立や矛盾を抱えたなかで挫折しました.

そういう意味でいうと，この経緯からみると，やはりいまの民主党は，一つの政党集団とし

てはあまりにも異質なものが雑居しすぎている気がします.旧来の自民党型政治ならば，まさ

に利益誘導型だから，いろいろな利害集団が，全部自民党になっていました.私の田舎の例で

いえば， とくに農村部の自民党票というのは，本来だ、ったら利害が対立する場合であっても，

それぞれの利益を代表する人が00派という形で自民党議席を押さえてきました.しかし飯

尾先生のおっしゃるような新しいスタイルの政治手法では，もう少し政党集団としてのまとま

りが必要なのではないかと思います.少なくとも政策面の基本のところでの一致みたいなもの

がベースにあって，それで初めてまともな政党となり，それらの政党が単独では多数派になら

ない場合，おそらくドイツ型のような連立政権の形をとる，そういうのが本来の姿なのではな

いかと思うわけです.

だから，飯尾先生が，先ほど，いまの民主党は雑居集団であるところがむしろ良いとおっし

ゃった意味は，当面のこととして良いとおっしゃっているのか，あるいは，飯尾先生が考えて

おられる統治構造における中長期的な本来のあり方としても，それで良いとおっしゃっている

のか，この点についてお聞きしたいと思います.

飯尾:

じゃあ，お答えしましょうか.

-.~・ロJヨヨf・

簡潔にお願いします.

飯尾:

このことを私は二つに分けて考えています.まず第一に，民主党のマネジメントが悪い.ち
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ゃんと政権を取っているのだから，ちゃんと協力をしなければいけないということは，もっと

もで，そのことを幾らか強調したつもりです.

そして，鳩山さん.あれ自分で辞めたのです.それは逆にいうと，引きずり下ろすのはでき

ない状態だったのに辞めました.だから， ものすごく残念だと d思っています.これは，比較政

治のなかで，政治家がすぐに辞めてしまうという，起こり得ないことが日本で起こるわけです.

この前のイギリスの総選挙だと，ブラウンは総選挙で過半数を取れなくても辞めない道を探る

のです.基本的に政治家は権力欲の塊だから それで頑張り抜くのです.それで， ドイツでも

どうして大連立が起こるかというと，ぎりぎり頑張るから，そこで妥協がなる.ぎりぎり頑張

らないところには，合理的な妥協はできない.そこがあって，私はものすごく残念な気もして.

参議院選挙で負けるからと言ったって，そんなの負けないようにするだけのこと.そもそも，

鳩山さんがあんなこと言って ほかの人があんなこと言ったのじゃ困るよって，どうして直接

に言いにいって，口を覆ってでも止めたり こうせいと言う人が出ないのかということについ

て疑問におもいます. さっき話をしていたのは， 日本の政治家は志を大切にする，自分の信念

だとかということをいう.それをメディアも普通の人も持ち上げる. しかしチームワークな

のですから，この状況では，そこは身を殺してでもやらないといけないことはたくさんあって.

そこが欠けているというのは，おっしゃるとおりです.そのマネジメントを強化する政党にな

ってもらわないといけないと思っています.

第二の問題です.意見の違いについては，ある程度，いまみたいに日本は可能性がたくさん

開けている中でいうと，やむを得ないのだろうと，私は思っています.それは，なぜかというと，

一つは，ばらばらでいいというのは，意見を純化したらどうなるかというと，自民党が圧倒に

有利だからです.つまり，自民党が，なぜ政権が続いていたか， 自民党だけが包括的で，ほか

のところが，一部の利益の代表ばっかりだから.これで勝負をしていると必ず勝てるのです.

だから，こういうことを考えると，自民党がそうである以上は，自民党と民主党がお互い影響

を与えたながら，実は進化していくというような感じです.

ただ，いまみたいな，私の状況認識でいうと，過渡期が続きますから，非常に選択肢が多くて.

今日はあまりお話をしませんが，高齢化とか何とかというと，実は，アジアで起こるだろうこ

とが， 日本で先に起こっていることで，この巨大な変化の中にいるのです.そういうことでい

うと，そうそう簡単に，考え方が分かれるというふうに整理できないのです.そこがしばらく

続いていくだろうとおもいます.大変革の時期が終わって，その後遺症というか，レガシーが，

実は政党の色となって，その後，残っていくということなのではないかなと考えています.そ

の結果の主要政党が二っかどうかは，私は分からないと，思っています.いま，民主党がこんな

状態になったから，純化せいと言うと，ますます喧嘩して統治能力がなくなるので，それは言

わないように，いまの段階では言わないようにしておくという話なのです.

つん】
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寺西:

私も，いまの状況についてはそれなりに理解できますが，やはり将来的には分かれていかざ

るを?尋ないのではないでしょうか.

飯尾:

ただ，私がもう一つお話をしたいのは，分かれざるを得ないといって，政党ということを，

政治家を中心にしか考えないということを，あまりやってはいけないのです.やっぱり，それ

を支える人々の代表としているので.そういう点でいうと，そういうことしかできない政治家

は，政権交代があるということは，選挙の結果が激しく出るということで，どんどん，引退し

て世代交代ということになるだろうと.

有権者がもうちょっと，政党に参加することになると，分厚さが出てくる.やはり，政治家の

顔だけを見て，色が分かつてしまうというのは，奥行きのない政党なのだろうという気がしてお

ります.これは，自民党，民主党の両方に言えることかなという気はしております.すみません.

百会:

ありがとうございます.長らくお待たせしました.フロアの皆さんからいかがでしょうか.

松下和夫(京都大学): 

よろしいですか.

司会:

お願いします.

松下和夫(京都大学): 

京都大学の松下と申します.今日は大変，興味深いお話し，ありがとうとございます.

まず，政権交代の感想です.政権交代ですが，やはり，お聞きしていて，政権交代なくして，

できなかったということが非常に多かったし政権交代で、分かつたこともいっぱいあったので，

その意味ではよかったと思います.

例えば，中期目標 25%だとか，普天間の問題もほとんどの人が知らなかった，私も含めて.

それほど背景が分かつていなかったのだけれど，鳩山前首相が押し出したことによって，よく

見えてくる.

現在，もちろん，民主党中心の政権が非常にどたばたしているのですが，ただ，やはり，そ

のどたばた具合が比較的よく見えると.教育効果はあると思います.

ただ，その教育効果が行き過ぎて非常に混乱していて，その結果政権交代をしても駄目だっ

たと，政治に対する諦めとか，絶望に陥ると非常に危険である，そういう点を危慎してます.
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それから二つ目として 一方井先生が環境省における大臣， リーダーシップについて触れら

れましたが，鯨岡大臣も，大島さんも， 111日さんも，全て個人的に立派な方だと私も思います.

ただしやはり，当時の自民党政権下における限られたリーダーシッフ。だったのです.

鯨岡大臣が鈴木善幸首相に辞表を胸に直訴しました.環境アセスメント法案の国会提出を求

めました.鈴木善幸首相はそれを受け入れたわけですが，実は，その後があって，受け入れる

けれども，これは，国会では審議しないと.法案はたな晒しにする前提で受け入れましたそ

れで 1回も審議されていない.廃案を前提としていたのです.

飯尾:

自民党の， まさにそういうところが， うまいところです.

松下和夫(京都大学): 

現在の課題，例えば，民主党への政権交代前の地球温暖化の中長期目標の議論を考えてみる

と，自民党は 1990年に比べて， 2020年に 5%削減程度でした.そのまま COP15に5%程度で

出していたら，国際社会から，まったく相手にされなかったと思います.そういう事態を考え

ると，鳩山首相の 25%というのはなかなか野心的目標ですが，これも政権交代があることでま

ともな議論が少しできるようになったのだろうと思います.

それから，やや細かいことですが，行政と業界との関係について.各省間の調整とかについて，

さる 3月ごろに環境省の人に聞いてみると，関係閣僚委員会できたことによって，副大臣会議

とか，そういうレベルで政治的な調整が進んでいるのです.

かつては，私などがいたころは，もう，仕事の半分以上が，関係省庁の交渉とか，そういう

ことに追われていましたが それが現在は比較的スムーズにいって，すぐに上に上がって，あ

る一定方向が決まると，こういうことも起きているようです.

しかしこれには危険な面もあります.閣僚委員会の構成メンバーが代わってしまうと，例

えば非常に強力な利害団体やロピー団体を背景とした，あるいは特定の業界を代表するような

議員が関僚などとして頑張ると 政策の方向が捻じ曲げられる.現在どうも，温暖化対策の三

本柱(環境税，国内排出量取引，再生可能エネルギーの固定価格買取制度)といわれる内容が

どんどん変わってくるのはこのような背景があります.閣僚委員会のメンバーが代わったり，

あるいは，政務調査会で，旧族議員的な感覚の人たちが民主党内でもかなり強く働きかけてい

るという現状がもう出ている.

こういったことに対して， どういう仕組みが望ましいか. もし何かお知恵、があれば教えてい

ただきたい.

百会:

ありがとうございました.幾っか質問を連続して伺ってからまとめて回答に移りたいと思い
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ますが，他にいかがですか.

森晶寿(京都大学): 

京都大学の森です.今日は， どうもありがとうございました

いま，政権交代をした後の話を中心に，話されたのですけれども，話の中で，小泉改革の話，

あるいは，経済財政諮問会議の話が出てきましたので，この点をお聞きします.

先ほと初期のころにはという話も出てきたのですけれども，小泉改革をどういうふうに評

価すればよいのでしょうか.例えば，いまのどたばたの状況を改善する観点で，ヒントになり

うるものでしょうか.また，小泉改革のときには，税金の無駄遣いであったと批判されてはい

るもののタウンミーテイングがありましたが， それについてはいかがでしょうか.さらに審

議会において，議事録をオープンにしてパブリックコメントを受け付けることも行われました.

そういう意味では，多少なりとも，公開だとか，説明責任を果たすと言えるかもしれないやり

方をしていった経験があったのではないかと思うのですが，これらをどのように評価されるで

しょうか.

この点との関わりでお伺いしたいのが，専門家の役割についてです.これは坪郷先生がドイ

ツの事例の中で話をされていたと記憶しています. 日本では， 自民党政権の時には，事前審査

制を盾にして族議員を中心に事前に各省庁から情報を入手して政策立案の影響力を行使すると

いうプロセスもあったのですが，同時に審議会での議論に「専門家Jの知見を反映させていく

というプロセスもありました.そこで，審議会の議論を通じて「専門家」が一定の役割を果た

すことができたのではないかという言われ方もしています. しかし民主党政権の「政治主導」

のスローガンの中で 審議会での議論は軽視されているように見受けられます.

この点に鑑みて，審議会及び専門家の役割はどうあるべきかについて，お考えをお聞かせ下さい.

吉会:

ありがとうございます.

今のご質問は，どなたにというわけでは必ずしもないようなところはあるとは思いますけれ

ども，飯尾先生いかがでしょうか.

飯尾:

まず，政権交代のことからいうと，政権交代を根付かせるためには，いま放り投げては駄目

ですね.やっぱり わずかでも成果があるのだから 踏ん張らないといけません.それを期待

している人たちが，総選挙だ，もう 1回政権交代だと言っていては駄目です.

でも，メディアの皆さんはそういうのが好きでして.何でも新しい変化が起こるのが好きで

すから.そうすると，やっぱり，踏ん張るというのが合理的な戦術です.いま，政党的にいうと，

菅さんがしっかりしてフォーメーションをちゃんとすれば踏ん張れるのです.ねじれ国会など
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言ったって，それは共同責任の話ですから.踏ん張るという意志を持って，きちんとしていれば，

こんなことにはなっていないのです.ちょっと，何かうまくやろうと思ったりするものですか

らそれを前提にしまして.

各省問調整の話ですね.各省問調整は，やっぱり，各省問調整ですむものと，政治に上げな

ければいけないものの，仕分けがないといけません.それで，いまはちょっと仕分けがなくて，

何でも政治に上げすぎて，調整が雑になっているところがありますから，お役人が調整したら

よいことと，政治家がしなければいけないこと.これはお役人が決めるのではなく，政治家が

決めないといけないですね.そういう仕分けをできる仕組みにするには，政治家の手元にスタ

ッフが， もうちょっといります.

さっきの話ですけれど，ちょっと官房の組織が大きすぎるから， もっと政治家の手元で問題

の整理をするというスタッフを使う必要があります.これは，お役人から出てもよろしいし，

外からででも，混成チームが一番よろしいのですけれとただしスタッフは問題の整理はし

ても，自分では調整しないという原則を持たないといけない. 日本のスタッフは旧陸軍参謀本

部から始まって，スタッフに調整させようとすぐするのです.それが官房の肥大化になってし

まと問題が出てくる.スタッフは仕分けを上げてきて，政治家がぽんと仕分けをしたら，あと

は政治家が扱うものとする.

そのために政治家の数が，日本は，よその国よりも政治家が多い国ですけれども，それでも，

やっぱり，大臣周りでいうと，官僚が重いことからすると，ちょっと政治家が足りないので，

副大臣の増員が幾らか必要でしょう.ただしいまは副大臣に，どうでもいい仕事をたくさん

させているので，そのようなことをせずに，副大臣，政務官の仕事は，政治家同士の合意調達

だということにする.やっぱり，政治家同士，あるいは省庁聞の合意調達だということを， も

うちょっと徹底しないといけません.チームワークというのは，これまた ここでも大切です.

政務三役主導がなぜ実現したかというと，これは，政務三役が団結したからなのです.それで

は官僚の皆さんが，手も足も出ないと，こういうことなのですけれど.最近，また，それを忘

れだしているわけです.相互の連絡が悪くなっているので，これを忘れずに，また取り戻して，

ちゃんとやる.

そういうことからいうと，政調復活というのは，廃止したのがやり過ぎで，復活はよいのだ

けれども，一元化する仕組みとして，政調会長が戦略担当大臣だというのでは，結節点が弱す

ぎるのです.だから内閣府の副大臣を増やして，結節点を増やさなければ，実は以降の調整は

難しいだろうとおもいます.なぜかというと，各省の副大臣は自分のところの立場を言います

から，そこを内閣府の大臣が持って回って調停していかないといけないのです.仲裁ではなく

て調停ですけれども.調停をしていって，最終的には総理大臣が一方的に裁定するという場面

が出てきますが，そこまでするためには， もう少し多い方が良い.

実は，日本は，よその国に比べると，各省問調整が難しい.なぜかというと省庁が社会に

キ艮っこを持っていて， ものすごく腰が重いものですから.だから官房長官を政治家がしている
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わけで，実は.いまは， ドイツがたまたまそうだけれど，多くの国では，必ずしも官房長官は

政治家ではないのですけれど， 日本は，官房長官を政治家がしている上に，まだ足らなくて国

家戦略担当を置いて それでもまだ足らないという状態です.

各省が設置法で守られていてということを，そこをちょっと相対化しないといけないという

ことだろうと d思っています.私は昔，橋本行革のときに，少し省庁間の所掌は少し重ねた方が

いいのではないかという感じを持っておりました.重ねることによって， もう全体をどこかが

取り込んでいても，徹底抗戦できないようにしてしまった方がよいだろうという発想を持って

いたけれど.お役所の人たちはこれがもう生きがいですから，こればかりは全然採らず，権限

規定は抜いて所掌事務にするとかいう程度の変化にとどまりましたが.そういうことだと思い

ました.次にいきます.

小泉改革の評価は，政権交代をせずに，大規模方針転換というのは，やっぱり，本筋ではな

いところがあったなと思います.ただし小泉改革で，みんなが見たのは，橋本行革の成果の

多くです.それが，幾らか使えることが分かった.小泉さんを助けるために，みんなあの郵政

改革は賛成したけれど，中身は知らずという.これはあまりよいことではないですね.みんな

がせっせと議論をした結果，政策によって総理大臣が選ばれていないですから.総理大臣は，

たまたま気に入られたというだけで.それは，身のこなしがうまいというところでやっている

ので，政党政治の本筋からいうと外れるところがある.それで、も，総理大臣を中心にやってい

こうという発想が根づいたのは一歩前進なのです.ただ¥それを支える政党の仕組みとか，さ

らに，それに市民が加わっていく仕組みが全くないというのは，不十分なところです.

そういう点でいうと，タウンミーテイングはおまけで，見世物みたいなもので，あれはよろ

しくないので，やっぱり， もうちょっと，それは本質的にもっと広いものをしていくというこ

とが大切でしょう.ただし審議会のオープン化は 90年代の行革審以来の流れなのです.小

泉さんのときに実っただけでして，徐々に延々としてやっていたことが，その辺りに出てきた

ということ.

経済財政諮問会議は基本的には，閣僚委員会の練習版であったのです.なぜ，閣僚委員会で

できなかったかというと，閣僚全員が官僚内閣制だと，全員守旧派なものですから，誰か改革

の原動力が必要で、，民聞から借りてきたということになっているわけです.本当の政権交代が

起こってくると，やっぱり，閣僚の中に改革の推進者が出ますから，閣僚委員会で調整という，

先進諸国がどこでもやっていることをやっていけばよろしいということだろうと思うのです.

専門家の役割という次の問題であります.審議会というのは日本であれほど多いという，私

自身，ちょっと調べたことがありますが，日本は，専門家の政策参加は極めて量が多い国です.

なぜかというと，地方の自治体の審議会まで入れたら，もう，そこらの大学先生はたいてい，

どこかに入っています.本当に，審議会の「専門」は，だいたい偉い先生になるということで，
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ご専門はといわれると，審議会の座長とか答える人がいますから.どんなに意見がもめても，

事務局が言うとおりにまとめみせるという.これは，ちょっと病気ですが.そういう点でいうと，

私は，審議会を前提に専門家が参加すべきかどうかは，ちょっと，私は，アンピパレントなと

ころがあるのです.

逆にいうと， よその国に比べて，異様に権力を持っている専門家もいたのです.工学系に多

いですけれど.そういう人たちもいて，そうなると大親分になっているという. もう，参議院

議員から京都大学の大学院生までつながっているような，何やらみたいな局もあるわけです.

もう，そういうことになるということは，私は，ちょっと， どうかなと，専門家を越えて政治

家になってしまうのは， どうかなとおもいます.

専門家は専門家としてというところでいうと，審議会改革の大切なことは，審議会の結論は，

尊重はされるけれど，実現するかどうかは政治家の責任だという割り切りです.なぜ，専門家

の力が駄目になるかというと，審議会の結論がそのまま政策になるとすると，利益集団や官僚

たちは，専門家に根回しを始めるのです.そうすると，専門家の専門能力がゆがむのです.だ

から，専門家は専門家会議で登用していて，実現するかどうか分からないけれども，やっぱり

良心にかけて議論してもらう以外にないですね.

そうすると，やっぱり日本に欠けているのは，専門家の偉い人，出来上がった偉い人はご意

見を言えばいいのだけれど，データの整理とかなんとかで，専門能力を使わなさ過ぎる.そう

いう点でいうと，政策的研究機関というのは，もうちょっと持ってもいいのではないか.研究

機関，シンクタンクというと，すぐに実現するということばかりで.政策というのが，そもそ

も論で，問題の整理のところがないのです.現状認識がないのに，政策だけ出てくる.政策は

たいてい，足して 2で割ればできたりしますから.そういう分析にするためには，やっぱり，

フルタイムでないと，パートタイムでは駄目でしょう.

やっぱりドイツには政府系の研究機関がしっかりしています.研究機関が政府に非常に近い，

政府直結の研究機関は，政策に一番近いところだしもう少し遠いライプニッツ・アソシエー

ションにははいっているような研究機関だと， もう少し自由に研究をしていますけれど.いず

れにしても，基礎データをちゃんと提供できる体制が整っている.そういう点は，皆さん，大

学院生も多いから言いますが，私がドイツで調査したからすると， ドイツの研究所は若い研究

員をたくさん使っています. ドイツでは大学の先生はなりにくいですから，学位を取って務め

先がないというと，まず政府系研究機関で，しばらく研究員をするという，これはいいことです.

そういうことを，私は日本でも増やすべきではないかなと考えます.偉い先生が，何か座長

業に専念して，元の専門家であるけれど，なんとなく，いろいろなことを言っているというよ

うには，やっぱり，専門家として生涯まっとうできる仕組みを，ちょっと考えなければと，思っ

ています.
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盲会:

どうもありがとうございました.他にいかがですか.

寺西:

日本の場合は，いわゆる専門家だけで構成されている審議会というのは少ないですよね.

飯尾:

利害代表が多いです.

坪郷:

多くの場合には，利益団体の代表者が入っている審議会で利害調整が行われていますが，それは，

私はやめるべきだと思います.審議会は飯尾さんが言われたように，専門家が統計データも含めて，

いろいろな，これは政府系の研究所とか，そういうサボーターがいりますけれども，データとか実

態調査に基づいて，場合によっては複数のシナリオを描くような報告書を出す.それを受けて，政

府が複数のシナリオに関して政治的決定をして，法案化するという方式へと，これまでの審議会方

式の基本的な改革を行う必要があります.審議会に，飯尾さんが言われたように，いろいろな人脈

で入り込んでいるというのは，たくさんあるようなので，審議会の委員がどうやって選ばれている

のかということについて透明化を図って，それを審査する制度 これはイギリスが行っているので

すけれど，そういうような審議会委員の審査制度を考えることも必要ではないかと思います.

司会:

なるほど.いかがですか.

一方井:

審議会の件ですけれども. 日本の場合は，すごく大事なことですら審議会にまず諮問して，

調整させてしまうと.これをやると，大きな政策の方向が出てこないのです.

だから， 日本の場合も，本来ならば， リーダーとしての政治家が. 25%はIPCCの方から出

てきているので. 25%を前提にして，これで経済をちゃんと両立させる方策を出してくれとい

うふうに審議会に言うべきだと思うのですけれども.日本の場合はそうではなくて. 25%だと

経済にどういう影響があるかを，みんなで議論してくださいと.それは，いろいろな意見が出

ますわね.そんなことをやっていたら， もう先に進まないということですね.

その辺りが，政治家のリーダーシップというか，説得力というか，国民にこうだからと説明

ができるかどうかという，その何か， レベルですね.
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盲会:

そうなのですね.

寺西先生，いかがですか.

寺西:

一つだけ，追加でお聞きしたいのですが，

いまの民主党には，その政策をしっかりとサポートするような研究者集団なり，専門的な政

策研究集団があまりないような印象があります.この点は， どうなっているのでしょうか.

飯尾:

何か，雑誌を見ると，私が民主党政権のブレーンだということになっているみたいですね.

しかし政権交代をしてから，みんな，忙しくて，あまり相談にも来ないです. どうにもならな

くなってから，急に電話してきたりするけれど. どうにもならなくなってから言われでもね.

そういう点でいうと，そういう層は薄いです.私みたいな人間でも，そんなふうに考える.

その一つの理由.実は，自民党の方がまだましなのです.なぜかというと，人付き合いが上手.

やっぱり，いまの総理とか一番いけないのは，人にものを頼んで何かをしても，お礼の言葉を

言うということがない.学者先生は，だいたい気位が高いから，だますテクニックがあるのです.

自民党の人たちは，そういうことは意外にたけていて，うまいこと，一応，持ち上げます.そ

れが，民主党の皆さんには，ちょっとないので.これは時間がかかります.いまは，昔の同級

生とかが，ブレーンなどやっておられますけれど，専門分野に合うかどうかは分かりませんか

ら.だから，こういうブレーンというのは，何かよさそうに見えるけれど，あまりそれに頼る

のは危ない.

さっきの坪郷先生がおっしゃるような， もうちょっと見えるかたちで知恵をつけていかない

といけませんそれが，ブレーンという言葉に乗せられて個人プレ}ではあやうい.政治家は

自分だけが偉くなりたいですから，みんな，個人のネットワークや人脈でなんとかしようとす

る.ブレーンというと，メディアを含めて，何か， ものすごく期待があるのですけれど. もう

少し組織的考えるべきでしょう.

シンクタンクは，なかなかうまくいかないのです.これは，なぜかというと，先生もそうだ

と思いますけれども，政党色がつくのは，あまりみんなうれしくないのです.それは，そんな

こと.だから，そういうワンクッション置いたかたちで付き合っていくということになると，

社会的にそれを支える何か，知のネットワークを作っていって，その中に政治家が，与野党問

わずさまざまな政党の人たちが関係して，知恵をもらっていって賢くなって，後は自分の，政

治家の責任で、やってもらうということにしないと，やっぱり，うまくいかないなと d思っています.
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吉会:

他にいかがですか.

諸富徹(京都大学): 

京都大学の諸富と申します.今日はどうもありがとうございます.

予算について質問をさせて頂きます.飯尾先生がおっしゃったように，支出を決定するとき

に，まず，優先順位をちゃんとっけないといけないで、すね.

それと，政権を取った 4年間を考えて， 1年目はこうする， 2年目はこういう分野に重点的

に支出する， 3年目は・・・という具合に，たぶん4年目までの財政支出プログラムをマニフ

ェストとの関連で本当はつくっておくべきだ、ったろうと思います.実際にはそういったことは

たぶん，行われなかったのでしょうね.

それから，政権交代初年度の予算策定でも，事業仕分けによる「無駄な事業」の歳出削減は

行えても，予算の重点配分先を変更する「予算の組み替え」は，なかなか実行できなかったで

すよね.飯尾先生がおっしゃったように，止めるものを決めないといけないはずですが，やら

なければならないことは出てきて財政支出がどんどん膨らむけれど，何をやめるべきかが決め

られないという点に問題があると思います.つまり，財政支出構造のあり方を変える，つまり

予算の組み替えが財政運営の面では一番難しいのでしょう.

予算編成の際に民主党政権が，今年も概算要求基準を飲むということが決まったときに，先

生はすでに「ああ駄目だ」と思われたというお話をされましたが，私はそれとは別に，やむを

得ないのかなと思いました. Iどの分野の経費も一律 10パーセントをカットします」という方

針は安易で，政権が何をやりたいのか意思が見えない予算編成になってしまいますが，それで

も，予算の組み換えをやる力がないのであれば，従来の財務省的な知恵に乗っかつて，取りあ

えず，みんな平等に痛みを分けましようという方針で行かざるを得ないのではないか.

それにしても，一律 10%カットで生み出した余剰財源2兆円を，政策コンテストという，わ

けの分からないかたちで決めようとする点は，やはり優先順位をどうするのかを事前に政権が

示すことができないまま実施しようとしている点で，やはり問題ですね.このような予算のメ

リハリのつけ方の下手くそさというのを， どうしたら改善できるのか，そのあたりを先生にお

聞かせ願し瓦たいのです.

ロ会:

飯尾先生が総理大臣になると解決するのではと，ちょっと思いましたけれども.飯尾先生い

かがでしょうか.

飯尾:

認識と実践は違いますから.

市
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専門家を前に口はぱったいのですけれど.もう，おっしゃるとおりで，私が申していること

と感覚が似ていると思います.

日本は予算編成に時間がかかり過ぎる国ではありますけれど，とにかく現状を前提にすると，

前倒しにして，早くに目標設定をして，優先順位だけつけてしまう.そのときの優先順位のっ

け方は，いわゆる，大玉の位置付けだけは決めるということなのです.後で大玉をはめ込むと

なると，ものすごく理屈が通りにくいです.だから，大玉だけは，財源も含めて，やっぱり，

早い時期に，ある程度，決着をつけるということをやらなければいけないかと思います.去年

の予算編成が，あんなに遅くスタートして， 12月上旬でももめていたのに，どうして 12月中

に予算編成ができたかというと，大玉の処理ということに集中したからなのです.法人税減税

みたいな大玉を処理できなくて，後で入れてきたということで，それではまとまらないから，

それも含めて土俵を広げて，いままとめようとしているのだと思うのです.さっきの埋蔵金で

つじつま合わせのめどが立ったという感じで，おそらく年内編成できるという状況になってい

ます.ちょっと，あまり，感心しませんが.

まあ，そうなってしまうのは，大元からそうであって.組み替えというのは，大玉を位置付

けないといけないとなってくると，組み替えのところまで，ここから何兆という話までめどを

付けなければ，ちょっと難しいだろうなという感じだと思います.

そこで，もう一つだけお話すると，マニフェストの工程表，おっしゃるとおりなのですけれど，

私は実は，前回のマニフェストに関して見ると，工程表を付けさせなければよかったと思った

のです.

なぜかというと，私は， 1年目は何もできないから，予算措置は 1年目に約束してはいけな

いとかんがえていました本格的予算編成ができるのは，今年秋ですよね.だから，次の年の

秋なので，工程表に 1年目に大きな約束を入れては駄目で，その代わりに関心を持ってもらう

ために事業仕分けがあるのであって，予算に関わる政策的成果を参議院選挙までに出すように

すべきではないと思っていたのですけれど.

そんなことでは，生活優先ができないと言って，政治主導確立法案を国会に出さなかったの

は，子ども手当を優先したからなのです.あれをやらずに，政治主導確立法案を去年の臨時国

会に通しておけば，順番に国会運営が変化してきて，たとえば25%法案を，国会で通すという

ことにつながってきたと思うのですけれど.

ですから， 2年目， 3年目に重くなるように工程表をつくれるのならば，工程表はプラスな

のですけれど.つくれないのなら，工程表を書かない方がよかったと思っているのです.

そういう点でいうと，実は鳩山政権の末期においては，去年のマニフェストの修正版を党内

で議論はしていたのです.しかし 彼らができなかったのですけれど マニフェストをどこで

直すべきかを有権者に問いかけて，全国で運動をしていれば，鳩山内閣は退陣せずにすんだの

だろうと思いますけれとそれを 5月ぐらいまでやっていて，その結果で 6月に組み替えを，
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大玉の処理について示して，それで参議院選挙を戦えば，戦うことだって可能だっただろうと.

もちろん，普天間については，ちょっとあれだということをするし自分のお金の話について

はあるし小沢さんの処遇は考えなければいけなかったでしょう.しかしそうしていれば，実は，

総理大臣を交替せずにすむと思ったけれども，できなかったわけです.

ということで，やっぱり，大玉処理のためには，有権者の合意というものを取らないと，な

かなかできないので.それでマニフェストを強調しているということなのです.

-.~・ロJ":iま・

ありがとうございました.他にいかがでしょうか.

最後に私から，質問させていただきます.

先ほど，おっしゃっていたことと関係しますけれども，最近政権は，ほとんど財務省に投げ

ているというふうに言われるような面が，出てきていますね.

それはなぜかと言われると，大局的な位置付けを明確にするためのビジョンが，不明確にな

っているところがあって.結局，一方では再分配政策がすすめられているのに，他方で雇用と

成長と言っているので，そこがどう整合するのかよく分からなくなっているというのが一つあ

ると思うのです.

もう一つは，政策の実現方法を考えたときに， どう実現していくかということについてです.

どういう政策がどういう意味を持つかということについての情報的基盤は，結局財務省や経産省

に頼るしかなく，政権や政治家自身が持っていないというところがあるのではないかと思います.

坪郷先生は，市民の政策参加で少しずつ変化があるとおっしゃったのですけれども，実態は

なかなかそうなっていなくて，最後は官僚に頼っているようになっていると思うのです.それ

が変わるのかどうかが，決定的な意味を持つように思うのですけれども，そういう変化を生み

出すための条件はどこにあるかということです.

先ほど社会的な知のネットワークということをおっしゃったのですけれども，世界の政治シ

ステム，あるいは，私の個人的な体験からすると，アメリカ議会調査局などが，素晴らしい情

報を大量に出していて それをわれわれが分析できるとなっている.

あるいは，アメリカの NPOとかNGOで若い人が政策分析の成果を上げると，それは議員

のスタッフになります.それで，法案をつくるというところまで動いていきます.草の根で出

てくるニーズを政策にまでつくり上がる そういうメカニズムのようなものが明らかにあると

思えるのです.

それから研究者的に言えば，経済学者がみんな言っていることですけれども， 日本とアメリ

カで分析できるデータの公開の度合いがまったく違う.だから，アメリカだと分析する論文は

増えるのですけれども， 日本には，その基盤がないという.

そういう政策形成のためのメカニズムや情報的基盤を， どういうふうに本格的につくるか.

言い換えると，先生がおっしゃっているような意味で，議論するときの共通の基盤にもなるよ

つdpo 
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うなのがもっと増えないといけないのではないかという気持ちを持っています.

何かお考えがおありでしたら教えていただければ幸いです.

飯尾:

問題は，一つではありませんで，複数なのです.結局，今日出た順番からいうと，やっぱり，

政治家の能力ということが一つあって，それは，人によってではなくて，時間配分に規定され

ているのです.やっぱり， 日本の政治家は自分で選挙をしているということの重圧がものすご

く重い.それが，ものを考えている時間を奪っているのです.それで 長年やって偉くなって

いると，思考方法が，なんでも手っ取り早くとなります.そこの部分は，ちょっと，変えてい

かなければ.これは有権者が怠けていてということと，裏表の関係なのです.お願いする式の

選挙ばかりしているものですから.それが，もちろんちゃんとしている人もいるでしょう.ただ，

有権者からするとごく少数なものですから.

そこの部分でいうと，一番， 日本の政治家に欠けているのは，抽象的思考能力でしょう. も

ともとある人も，政界に行くとその抽象的思考能力が落ちるから，さっきの話でも予算のシス

テム的な理解ができていないもので，今日，明日，新聞の見出しに出ることを想像して行動し

ていて，それではなかなかうまくいかないですね.

逆にいうと，官僚はそれができるのは，もともと素質ということは大して違いはないのです

けれど，組織力で、補っているのです.財務省が生き残るのは，組織力があるからです.ですから，

情報も，よその役所がそれに負けるのは，財務省ほどの組織力がないからです.

しかしそういうことをしていれば，情報は非対象になりますよ.官僚側は，情報を共有し

ているわけです.ところが，政治家がその情報を共有するには，自分だけ偉くなりたいと言っ

ていて，これではできないですね.ちょっと政務三役で情報を共有し始めたのがプラスなので，

これを，もうちょっと生かしていかなければいけないし 副大臣 政務官で連絡をしなければ

いけないのです.しかし根本的には，政党の基盤が大切だ，チームワークが大切だというこ

とになります.政治家はそうなることによって，少しずつ余裕が出てきて， ものが考えられて

いく.そうすると抽象的なことを考えることができる人が出てきてということをきたいしたい.

もともと，その素質は大して違わない.

それがユーザー側の話であって，基盤の方は，おっしゃるとおりです.情報公開といっても，

「公文書管理法」の制定をせずに，情報公開をしていても，そもそも官僚たちが自分の情報が

どこにあるか知らないです.事務次官でも，おそらく最近でも，まだそんな感じではないですか.

何か問題がくると，課長を呼べと，課長から聞いて初めて分かるという.省内で，誰が見ても

分かるようなデータベースを持っていないということです.だからそれは，研究者は困ってい

るだけだけれど，本当はお役人も困らなければいけない.マネジメントインフォメーション・

システムなど，イギリスを最初に， 90年代，各国ともに整備したのに，ないのは日本ぐらいで

す.イントラネットでつなげばいいだけなのに.
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また，その中に情報を入れるフォーマットをつくっていないのです.各省それで，だいたい

日本は，決裁文書でも各省それぞれで違う形式にして平気という.こういうことをしているの

で，ましてや情報まではいかない.つまり，出てこないだけでなくて，政府部内の情報の管理，

データの管理が甘いのです.それが，端的に出たのが社会保険庁の年金記録で，ほかのやつは

もっとひどい可能性がある.あんな重要な問題でも，あの扱いですから，ほかに持っているも

のは，もっといい加減な扱いをされている. もっときちんとお金をかけて，やっていかないと

いけない.

これは，アメリカも，実は，かつては貧しい国だったのですけれど，急速に整備をしたのです.

やっぱり， 80年代以降，急速に整備されて，アル・ゴア以降は，さまざまな情報技術を使って，

ものすごく発達しました.だから，一挙にヨーロッパを追い抜いて.それで，それをさらに，

何を言いたいかというと，そういうことは，政府部内でできたあとは，最近話題のガーメント

ノすージョン 2ですよね.結局のところ，情報公開をすれば，政府の能力は増えるのだというこ

とです.民間の皆さんが自分で分析してくださると，政府は自分でしなくても， どんどんでき

てくる.その提案が出てくることは，政府にとってプラスだという発想に，政府側が立たない

といけません.

政権交代によって官僚の正当性の独占ということが怪しくなってきているし政治家が，実

は自分が野党になることを考えなければいけないという状況の中でいうと，政治家にも官僚に

も，実は情報を公開することによって，社会的な知恵、を引き寄せるインセンティブが生まれて

くる.このことを利用して，それをやらねばと思って，私自身は，仲間と組んで，議会情報の

公開プロジ、エクトを始めました何を，私がやっているかというと，各省 予算委員会とか何

とかには，膨大な説明資料を出しているのですけれど，どこにも公開されていないのです.説

明資料というのは，政治家が聞いているものですから，生の資料より読みやすいのです.そう

すると毎年，ものすごい手間をかけて役所が作った資料があるわけです.ところ，一回の通

常国会が終わると，そのままになってしまう.そこで，これを公開して市民が使うと，もっと

もっと要約された情報で 役立つのではないかと思っています.

寺西:

あれは，非公開ですか.

飯尾:

いや，非公開も何も規定がないので.何の規定もないので，実は，捨てているのを私は心配

していました.最近，調査の結果，捨てずに，国会図書館の倉庫にあって，そのまま積んでい

るということが分かりました.ただ，捨てていないことが分かつたので，ちょっと安心しまして.

それを公開して，そのフォーマットを電子化して，公開する仕組みのプラットフォームを私は

っくりたいとかんがえています.市民のアクセスとしては，役所から直接とるよりも，整備し

-65-



財政と公共政策第 33巻第 1号(通巻第 49号)20日年5月

て一覧表になっていたりするものですから.それで非常にアクセスしやすくなっていて，そう

いうことを，ちょっと自分自身はやろうと d思っています.

これだけではなくて，切り口は多いと思っていますので，そういうことをどんどんやってい

くと何年もたてば，ちょっと変わってくることを期待したい.それを市民の側で，それを使

おうということが出てくるだろうと.いまはネットに載せていかないと，普通の人は使いにく

いですから，そのことをやるということだろうと思います.

ただ，ウィキリークス以降，違う問題であるにもかかわらず，何かそういうことをやめよう

とする人たちが出てきて困っています.ウイキリークスのお話からすると，私は国家には秘密

が必要ではあります.時間がたったら公開するのは可だけれども 一定程度の秘密は必要なの

だと思うのです.ただ秘密を守る秘訣は何かというと，秘密を減らすことなのです.公開をす

るということが実は，情報を守ることに本当は，私はつながると思っていて.何でもかんでも

秘密にして，秘密のはんこを押して喜んでいるというのは，駄目なのですというふうに私は思

っています.

盲会:

時間になりましたので，これでシンポジウムを終わりたいと思います.

感想を一言.われわれ研究としては，どういう公共政策がよい政策かを研究しているのです.

しかしよい政策はどうやってつくられるかということ.これもすごく大事な話で，かつ，

よい政策はどうやったら実現するかということ，政治過程の問題というのは，公共政策と切り

離せない問題だということを今日の議論で再確認しました

公共政策とその形成過程，われわれは財政学研究会ですから予算には関心があるので，それ

がつながっているということも，大変よく分かりました

また，こういう機会を持って深めさせていただけたら大変ありがたいと思った次第です.本

日は本当にありがとうございました.

飯尾先生をはじめ，坪郷先生，一方井先生，寺西先生，ありがとうございましたこれで終

わりたいと思います.ありがとうございました.

(終了)
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