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『官僚制改革の条件』要約                        笠 京子 

はじめに 

本書は日本と英国の官僚制改革を新制度論の視点から比較検討し、官僚制改革の内容や

達成度を左右する制度は何か、またその制度はどのような影響力を及ぼしたのかを推論し、

官僚制改革を意図したとおりに達成する条件を探るものである。対象とする官僚制改革は、

1970年代後半に世界的潮流となった行政改革の一環としての改革である。福祉国家再編を

めざして行政改革に舵を切った国々では、新しいシステムのなかに官僚制をどう位置づけ

るか、どのように機能させるかが重要な論点になった。先進国の中では類似性の高い統治制

度をもつ日本と英国を比較する。 

 

１章 分析枠組 

分析枠組みには新制度論を用いる。新制度論とは、制度そのものの外形を論じる「旧い

制度論」と、観察可能なアクターの行動から実証的に影響力を分析する「行動論」を止揚

したものである。新制度論には幾つかのバリエーションがある。自己利益の最大化をはか

る合理的個人の政治的行為に制度がゲームのルールとして一定の影響を及ぼしていると考

える合理的選択制度論と、個人の選好や行動は歴史的に形成されてきたその国の制度によ

って影響を受けていると考える歴史的制度論がまず挙げられるだろう。演繹的アプローチ

をとり精緻な議論で戦略的な政治行為の法則を発見しようとするミクロ・レベルの合理的

選択制度論と、帰納的アプローチによって国家間などマクロ・レベルの比較をする歴史的

制度論は互いに補完しあう部分もある。一方、主に統治制度を論じるこれらの新制度論に

対し、統治機構の枠をこえた文化的ルールや規範意識を制度としてとらえ、制度がもたら

す文化的正統性から政治的行為を説明するのが社会学的制度論である。社会学的制度論か

らみると合理的選択制度論が唱える戦略的思考や合理性の追求もアングロサクソン文化の

反映にすぎない。さらに、これら３つの新制度論では制度変化を説明できないとして新た

に登場したのが構成主義制度論である。「現実」は主観による構成が加わって初めて認識

されるという構成主義の立場から、アクターを制度の主観的解釈者と位置づけた。制度は

人々の集合的記憶であり、制度が均衡を失った時にアクターがそれをどのように解釈する

か、そのアイデアとアイデアを言説によって広めていくプロセスが新しい均衡の内容を左

右すると考える。 

本書では先行研究を参考にこれら４つの新制度論にもとづく５つの仮説をたて、日本と

英国の官僚制改革の内容や達成度の違いを生んだ制度の特定を試みる。先行研究がいずれ

かの新制度論に立脚して議論することが多いのに対し、主要な４つの新制度論を比較し、説

明力の違いを明らかにしようとする点で本書は新しいアプローチをとるものである。 

第一仮説は「取引費用仮説」である。プリンシパル・エージェント理論に立脚するラムザ

イヤーとローゼンブルースや村松岐夫の議論を参考に、官僚制改革は政官の取引費用の多

寡に左右されると考えるものである。第二仮説は「パブリック・サービス・バーゲン（PSBs）
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仮説」である。有力政治家と幹部官僚の間の定型化された取引のパターンを PSBと呼んで

モデル化したフッドとロッジの研究を援用した。改革前の PSBs の型と改革によって目指

す PSBs の型の類似性が改革の達成度を左右するというものである。合理的選択制度論に

立脚するこれら２つの仮説に対して、第三仮説「政治行政制度仮説」はマクロな歴史的制度

論に基礎を置くものである。スコウロネク、ポリットとボウケルト、ヴォルマンとシュレー

ターらの議論をもとに、7つの政治行政制度が改革の達成度に影響しているのではないかと

考えた。①連邦制か単一制か②大陸法系か英米法系か③執政部の安定度(多数代表型かコン

センサス型か)④政官関係⑤政策助言の多様性⑥政府・公務員の規模⑦公共サービス提供者

の所属（政府か民間か)である。第四仮説は「正統化仮説」である。社会学的制度論に立脚

するもので、ミラーらの議論をもとに、改革の達成度は改革が正しいものであるという社会

的正統性の大小に左右されると考えるものである。第五仮説は「アイデア競合仮説」である。

制度がアクターを拘束するだけでなくアクターは常に制度を主観的に解釈し直しており、

制度とアクターは相互規定関係にあると主張する構成主義制度論に立脚する。ブライスの

議論を参考に、官僚制改革の達成度は、改革前の官僚制の病理に対する診断と処方箋として

の新しい官僚制のアイデア、それらを言説によって新たな集合的記憶としてリフレーミン

グしていくプロセスに左右されると考えるものである。 

 

２章 フルトン報告と第一臨調意見  

 本章では、日英で 1960年代に出された官僚制改革にかかわる政府の公式文書の内容を検

証する。3章と 4章で、日英両国で実際に行われた官僚制改革のアイデアの多くが 1960年

代初めにはすでに示されていたことを確認するための前提となる作業である。日本の官僚

制改革は 1998年に成立した中央省庁等改革基本法を基軸に進められたが、その内容は 1964

年に出された第一臨調意見の内容と似通っている。一方、当時官僚制改革に法律を要しなか

った英国でも、1979年のサッチャー政権発足と同時に始まった NPM改革の大枠は、1961

年のプロウデン報告と 1968年のフルトン報告の内容に沿ったものであった。   

日本では第一臨調意見に、内閣の総合調整機能・統括管理機能の強化、内閣府の創設、マ

クロ予算編成を内閣が主導できる機構の整備、企画事務と実施事務の分離、特殊法人改革、

業績評価制度の導入、能力の実証による人事運用、政府委員制度の廃止、天下り規制強化と

定年制の導入、内閣による幹部官僚の一元的人事管理の導入などが記されている。英国では、

プロウデン報告で専門技術と専門家の重要性、管理の重要性が指摘され、フルトン報告はこ

れを敷衍して専門家重視、プロフェッショナリズムの向上、管理部門の新設、能力実績主義

による人事管理、開放的な人事制度、大臣アドバイザーの設置、企画立案業務と実施業務の

切り離し、本人によるキャリア・マネジメント、人事機能の統合、幹部以外の中下級人事権

の各省への委任などを提言している。 

第二次橋本政権とサッチャー政権はいずれも、60 年代には既にその必要性が広く認識さ

れていたにもかかわらず殆ど実施することができなかった官僚制改革を、福祉国家再編の
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波を利用することで本格的に動かし始めたのである。日本では第一臨調意見から約 30年後、

英国ではフルトン報告から約 10年後のことであった。 

  

３章 英国の官僚制改革  

本章ではサッチャー政権からキャメロン政権までの官僚制改革の実際を検証し、60 年代

の２つの報告書との類似性、比較的短期間で大胆な改革が実施されていることを確認する。  

英国の官僚制改革には４つの特徴があるといえるだろう。第一は典型的な NPM 改革で

あるという点である。保守党政権下はもちろん労働党政権下でも、市場競争原理を行政組織

に導入するという基本枠組みは維持されている。組織改革では、省内業務の大半を占める実

施業務を機能ごとにエージェンシーとして括り、企業的に運営できるようにした。公募によ

って有期雇用される長の報酬や再任は大臣と契約した目標の達成度に応じて決まり、職員

の給与は業績評価次第で変動する。管理改革では、官民が実施業務を競争入札するマーケッ

ト・テスティングを導入した。市民憲章では市民を顧客ととらえ行政サービス向上につとめ

た。民間の専門知識と資金を活用するための PFI も考案された。さらに複数の行政組織が

協働して政策を実施するため 3 年の長期予算である歳出レビューが導入され、公共サービ

ス協定 PSAによって政権の優先課題の達成度を上げた。新しい管理手法を駆使する人材を

育成するべく、人事制度でも管理技術と専門性の向上がはかられ、政府のための専門技能プ

ログラム以降、全職員が何らかの専門技能をもつことになった。政策助言についても、外部

の専門家を自由に活用できるよう特別アドバイザー制度が拡充された。 

第二に、組織改革、管理改革、人事改革がほぼ同じ時期に連動して実施されている。組織

改革であるエージェンシー制度が開始されたのは 1988年である。エージェンシー化が軌道

に乗り始めた 91 年には、管理改革としてマーケット・テスティングと市民憲章が始まり、

翌 92年には PFIが始まる。これら保守党政権下での NPM改革の効果が一段落した 99年

には、労働党政権下で歳出レビューと公共サービス協定が開始された。人事改革では、エー

ジェンシーの長の公募のほか、管理能力など専門能力をもつ幹部官僚を外部から中途採用

する制度として 96年に上級公務員団 SCSが創設された。その後 2004年には労働党政権が

専門能力をもつ人材を内部で育成するための「政府のための専門技能プログラム」が開始さ

れている。 

第三に、改革によって官僚制は大きく変化している。プロウデン報告を基礎にフルトン報

告が示した官僚制の６つの課題のうち５つは解決しつつあるといえよう。アマチュアの哲

学に基礎を置き幹部をジェネラリストとして育成している、ジェネラリストが重職を独占

している、管理の専門家がいない、オックス・ブリッジ卒のエリート偏重で閉鎖的、本人の

意向を配慮せず客観的評価や目的を欠いた人事管理の５つである。残る１つ、複雑すぎるシ

ステムの統一と簡素化については達成されていない。各省への権限移譲、さらには省内での

エージェンシーへの権限委任が進んだからである。 

第四に、立法府による行政統制の強化が間接的に官僚制改革としての効果をもたらして
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いる。官僚制を監視するための議会改革として、政策形成機能をもつ議会委員会とは別に、

政策執行機能の監視に特化したセレクト・コミッティーを設置し、さらには会計検査院を会

計監査局 NAO として議会の下に再編し議会の公会計委員会 PAC と連動させた。これらの

議会改革によって、各省の政策は議会からその有効性や費用対効果をより詳細に検証され

ることになった。 

 

4章 日本の官僚制改革 

本章では、第二次橋本政権によって始まった官僚制改革を検証し、60 年代の報告書との

類似性、改革に時間がかかり達成度も高くはないことを確認する。 

 日本の官僚制改革にも４つの特徴がみうけられる。第一に、橋本行革に始まる官僚制改革

の中心は内閣機能の強化にある。組織改革では、内閣府の創設、内閣の補佐機能の強化など

が実施された。管理改革では、内閣主導によるマクロ予算編成、政府委員の廃止、政務次官

の廃止と副大臣・大臣政務官制度の新設、特殊法人改革、特別会計改革、財政投融資改革、

行政手続法の制定などが実現している。人事改革では、能力等級制度の導入、天下り規制の

強化、内閣人事局の創設などがある。いずれも官僚制の影響力を弱め、内閣の影響力を強め

る改革である。改革のアイデアは、省庁再編を除いてすべて第一臨調意見に示されていたも

のである。 

第二に、新自由主義に立脚する NPM改革の影響は限られている。日本が官僚制改革を議

論し始めた 1990年代半ばは NPM全盛期であり、行革会議でも盛んに議論している。しか

し現実には PFI など部分的採用にとどまった。実施組織の括り出しと企業的管理について

は、省内の実施庁は既存の外局と区別するのが難しく、省外の独立行政法人制度も当初は付

属機関や特殊法人など別法人の組織再編のしくみとして使われた。専門的スキルの習得、幹

部の管理技術の重要性、階統制組織のフラット化、官民競争入札による市場化テストなど企

業の管理手法や競争を導入する効率化策には概して消極的だった。一方、行政手続法や情報

公開法、電子化、業績評価など説明責任や透明性の向上、定数削減や給与削減などは着実に

実施している。 

 第三に、人事改革が遅れている。第二臨調から第二次行革審までの官僚制改革でも人事制

度に関する提言は少なく、橋本行革で官僚制改革が本格化したあとも同様のパターンが続

く。職階制の廃止と能力等級制度の導入、退職管理改革を盛り込んだ国家公務員法改正が成

立するのは 2007年、国家公務員制度改革基本法が成立するのは 2008年、内閣官房に内閣

人事局が設置されるのは 2014年である。 

第四に、変化したのは政官関係であり官僚制自体はあまり変化していない。一連の官僚制

改革の結果、第一臨調以来最大の懸案であった内閣機能強化が進展し官僚制に対する内閣

の統制は効きやすくなった。一方で、行政執行の効率化やセクショナリズムの解消が進んだ

かは定かでない。省庁内部で執行を効率化するはずの実施庁は機能しているかどうか判然

とせず、外局全体の効率化も殆ど議論されていない。もともと省庁の外部にあった執行組織
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を転換した独立行政法人は一定の成果をあげつつあるものの、なお改革途上にある。再編時

に合併した省では、内部組織の再編は殆ど行われず人事も襷掛けが続いている。セクショナ

リズムについては、その根源ともいえる慣行のうち早期勧奨退職慣行は廃止されたが閉鎖

型任用制と省庁別人事の枠組みは維持されている。内閣人事局は設置されたが、その制度設

計は改革派と現状維持派の主張を折衷したものになり、幹部官僚の役割に大きな変化はな

いといえよう。 

 

５章 事例研究    

本章では重要な事例について政策過程を検証する。英国では官僚制改革全体の基盤とな

ったエージェンシー制度の創設、日本では官僚たちが最も激しく抵抗した国家公務員制度

改革基本法の制定をとりあげる。6章でおこなう仮説検証作業のための資料でもある。 

両国の事例研究を比較すると６つの特徴がみえてくる。第一は、官僚制改革には時間がか

かるということである。英国では 79年のサッチャー政権誕生とともに設立された効率化室

がレイナ―審査、MINIS、FMIと試行錯誤を経て、エージェンシー創設を決めたのは約 10

年後の 88年である。日本の国家公務員制度改革基本法は 2008年に成立したが、93年の第

三次行革審最終答申から数えて約 15年、96年の行革会議設置や 97年の公務員制度調査会

設置から数えても約 12 年かかっている。基本的なアイデアはいずれも 60 年代のプロウデ

ン報告とフルトン報告、第一臨調意見に示されており、ここから数えれば英国では 27 年、

日本では 44年もの歳月が経過している。 

第二に、制度が改革の内容に与える影響は複雑である。政令で改革できる英国では首相と

関係者だけが有権者から見えない場所で交渉した。一方、法律事項である日本では大勢の政

治家が政策過程に参加し、官僚は族議員を通して現状維持を働きかけることができた。しか

し法律事項であるということは、公開の場でも議論が行われ有権者が観客としてこれを見

ているということでもある。改革派はこの公開性を利用して支持を広げていく。当初、改革

派の報告書を受け取ることさえ拒んだ福田首相が、現状維持派の町村官房長官ではなく改

革派の渡辺行革・公務員制度改革担当大臣を支持せざるを得なくなったのは、選挙を控えて

いたからである。しかし改革派有利の形勢で迎えた最終局面で一転、与野党の密室協議のな

かで現状維持派有利に決着する。 

第三に、官僚制改革をすすめるしくみが重要である。英国で改革を主導したのは、サッチ

ャー首相が自らの直属機関として設けた効率化室である。民間企業の CEO経験者をトップ

に据えた。一方、日本では政治主導の行革会議と、官僚主導の公務員制度調査会が拮抗する

かたちで設置された。政官が対立する構図をつくってしまったことが、公務員制度改革の迷

走を招いたように思われる。 

第四は、首相のリーダーシップの違いである。エージェンシー創設の責任者は国家公務員

担当大臣を兼任する首相であり、国家公務員制度改革の責任者も中央人事行政機関である

首相である。日本の首相の在任期間は短い。英国ではエージェンシー創設までの 10 年間、
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首相はサッチャー首相一人であったのに対し、12～15年を要した日本の国家公務員制度改

革基本法は、公務員制度調査会の設置を実施目標と定めた細川首相から数えて 9 人目、橋

本首相から数えて６人目の福田首相のもとで成立した。さらに一貫して改革に強い意欲を

示したサッチャー首相に対して、日本の首相の態度は揺れ動いている。 

第五に、改革を検証するシステムの違いがある。英国では、政令によって行政府が実施し

た官僚制改革の効果や有効性を検証するのは立法府である。エージェンシー制度に至る試

行錯誤は、下院のセレクト・コミッティーが先行するプログラムに厳しい評価を与えた結果

でもある。一方日本では、行政改革の実効性を監視するのは財界人や有識者を長として行政

府が設置した第三者機関である。中央省庁等改革基本法の場合は、内閣に設置された行政改

革推進本部、その後継として内閣官房に設置された行政改革推進室が実施状況を検証した。

法律に基づいて行政府が実施した改革の成果を、行政府が設置した機関や行政府が自己評

価するという行政主導の構図になっている。 

最後に、官僚制改革をおこなう政治の側の安定性に違いがある。サッチャー首相はいわゆ

るホワイトホール・ヴィレッジの住人ではなく、アウトサイダーとして「戦後の合意」を破

棄し、閣議の運営や幹部官僚の人事などで慣例を刷新した。しかし政治システムに変化があ

ったわけではない。選挙制度にも二大政党制にも揺らぎはなかった。一方日本の改革は、自

民党一党優位体制の崩壊を引き金に始まった政治改革を契機として動き出した。公務員制

度改革が最終局面で急展開したのも、新しい選挙制度のもとで民主党が参議院第一党にな

り戦後初の本格的な政権交代が視野に入ったことが影響しているだろう。 

 

６章  仮説の検証 

本章では 5 つの仮説で日英の官僚制改革の内容や達成度の違いがどのように説明できる

のか検証する。 

 第一の取引費用仮説によれば、英日の官僚制改革の違いは次のように説明できる。日本で

は、経済危機を契機に 55年体制が崩壊し、政官の取引費用が急騰したことで官僚制改革が

動き出す。しかし改革を主導する政治は不安定な状態にあり、官僚制改革は容易ではない。

一方、英国では政官の取引費用が緩やかに上昇していたところに経済危機が生じ、新政権が

官僚制改革に着手する。政治システムに揺らぎはなく、強く安定した政治が、官僚制だけを

改革して取引費用を下げる。そもそも二大政党制の英国では政官の取引費用は日本ほど小

さくなかったことが、政治システムの変更を伴わずに官僚制改革が動き出した背景にある

かもしれない。 

第二の PSBs仮説によれば、英日の官僚制改革の違いは次のように説明できる。PSBs仮

説は、改革前の政治家と幹部官僚の取引の定型である PSBsと、改革が目指す PSBsの距離

が改革の達成度を左右すると考える。英国で官僚制改革が円滑にすすみ大胆で包括的な改

革が実現したのは、改革前の PSBsと改革によって目指す PSBsの基本枠組が同じ『代理人

型』であったからである。一方、改革前の PSBsが『被信託者型』で、改革によって目指す
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PSBsが『代理人型』であった日本では基本構造を転換する必要があり、困難を強いられる

ことになった。 

 第三の政治行政制度仮説では次のように説明できる。日本は、大陸法系法律主義で、執政

部の安定度が低く、政官関係が緊密で、中央政府の財政規模や国家公務員の数が小さく、中

央政府の執行機能が小さい。一方、英国は英米法系政令主義で、執政部の安定度が高く、政

官関係はそれほど緊密でなく、中央政府の財政規模や国家公務員の数が大きく、中央政府が

執行機能の多くを担っている。「大陸法系か英米法系か」「執政部の安定度」「政官関係」「政

府・公務員の規模」「中央地方関係」という５つの歴史的政治行政制度において、日本はつ

ねに英国より官僚制改革が困難である制度を有していたことになる。 

 第四の正統化仮説は、官僚制改革が実施された理由を改革の実効性ではなく、改革がもつ

社会的正統性や文化的威信に求める。この仮説によれば、60 年代にフルトン報告や第一臨

調意見によって問題点が提示された時点では、官僚制のもつ社会的正統性や文化的威信が

高く、政権は本格的な改革に着手することができなかった。しかしその後、官僚制の威信が

低下し、逆に官僚制改革が社会的正統性をもつようになって初めて改革は実行される。また

改革の内容も、両国における新自由主義の社会的正統性の高低を反映していることになる。 

第五のアイデア競合仮説において、変化を説明する鍵はアイデアと言説である。官僚制が

均衡を失うと、その原因を診断するアイデアと処方箋が示され、それらを言説によって広め

るプロセスが始まる。人々が説得され認識が共有されるにつれて、かつての官僚制が不均衡

に陥った理由が「現実」として認識され、その「現実」の上に今後のあるべき官僚制の姿が

共有されていく。英国では新自由主義アイデアによる診断と NPM 改革という処方箋が意

思決定者の間に広く共有されたことで大胆な官僚制改革が可能になった。一方日本では、戦

後型行政システムの抜本的改革というアイデアは危機的状況下で一旦広まりかけたものの、

自民党の復権など危機を脱するにつれて縮小したことが改革の不徹底につながったことに

なる。 

上記のように、５つの仮説はいずれも日英の官僚制改革の内容と達成度の違いを整合的

に説明することができる。説明は相互補完的であり、日英の官僚制改革の内容と達成度の違

いをもたらした５つの制度的側面が明らかになったともいえるだろう。ただし、仮説の説明

力には違いがある。合理的選択制度論と歴史的制度論に立脚する取引費用仮説、PSBs仮説、

政治行政制度仮説は、客観的に観察できる行為や統計データによって説明することができ

た。しかし、正統化仮説とアイデア競合仮説はそれぞれ社会学的制度論と構成主義制度論に

立脚しており、鍵となる概念は個人に内面化されているため客観的な観察が難しい。社会全

体を制度とみなし、社会的規範が社会に属するアクターの認識を左右するという正統化仮

説の場合、実際に起きたことと社会的規範をつなぐ客観的指標がなく、推論の幅が非常に大

きくなる。構成主義制度論では制度は関係者の集合的記憶である。制度変化は制度が危機に

あるというアクターの主観的判断によって始まり、危機を診断するアイデアの提示と、熟議

や説得によるアイデアの拡散によって新しい制度が生まれていく。しかし、従来型の物質的
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利益の取引と、言説によるアイデアの広がりを区別するのは難しかった。正統化仮説とアイ

デア競合仮説は、説明する範囲は広いが説明力は弱いといえよう。 

 

終章 

４つの新制度論に立脚する５つの仮説によって様々な制度と官僚制改革の関係を検証し

てきたが、官僚制改革を意図したとおりに達成するために最も重要な制度は、政官関係を規

定する制度であるといえそうである。強い説明力をもつ取引費用仮説と PSBs 仮説はいず

れも制度化された政官関係に着目しており、同じく説明力の強い政治行政制度仮説にも政

官関係の緊密度が入っている。事例研究からも、官僚制改革は政治による官僚制の改革であ

ることがわかる。財界や利益集団や世論が関与する局面はあっても、その関与の時期と程度

は限られており、主要アクターは官僚制の制度的責任者である首相、有力政治家、そして幹

部官僚であった。まず改革の中身はいずれも第三者によってつくられており、政治家と官僚

の力関係からはかなり自由である。しかし答申をどこまで採用するかを決めるのは首相率

いる政治家である。ここでは首相と有力政治家と幹部官僚の力関係が大きく影響する。さら

に、首相や議会が設定した改革目標をどこまで実現できるかも、首相と有力政治家と幹部官

僚の力関係で決まっている。「官僚制改革を意図したとおりに達成する」には、官僚制に対

する首相ら政治の側のリーダーシップが担保されるような諸制度が揃っている必要がある

といえそうである。 




