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Ⅰ．研究の背景と目的・方法Ⅰ．研究の背景と目的・方法Ⅰ．研究の背景と目的・方法Ⅰ．研究の背景と目的・方法    
    
１．研究の背景１．研究の背景１．研究の背景１．研究の背景    
    
（１）ニュー・パブリック・マネジメントの新たな発展（１）ニュー・パブリック・マネジメントの新たな発展（１）ニュー・パブリック・マネジメントの新たな発展（１）ニュー・パブリック・マネジメントの新たな発展    
    
   英国で 1979 年にサッチャー保守党政権が誕生してから 20 年余が経過
した。サッチャーは、それまでの総需要管理政策や産業の国有化政策を
否定し、経済のサプライサイドの改善を図るため、市場メカニズムの強
化による構造改革を実施した。その一つの柱が肥大化した政府部門の見
直しであった。具体的には、民営化、補助金の削減、エージェンシーの
導入などであり、更に次のメジャー政権では、「市民憲章」（The Citizen’s 
Charter）構想による行政サービスの効率化、Value for Money（租税と
いう支払いに見合う価値のサービスを提供する）という概念の普及、Ｐ
ＦＩなどが推進された。こうした一連の改革の特徴は、一言でいえば、
政府部門への市場メカニズムの導入である。 

   サッチャー改革は、その後、ニュージーランドに伝播し、省庁の次官
の公募による選任や契約制など、更に徹底した市場メカニズムの導入が
進められた。こうした改革を理論的に整理したものが、「ニュー・パブリ
ック・マネジメント理論」(New Public Management、以下ＮＰＭという)
である。大住（1999）は、ＮＰＭは、1980 年代の半ば以降、英国・ニュ
ージーランドなどのアングロサクソン系諸国を中心に行政実務の現場を
通じて形成された革新的な行政運営理論であり、その核心は、民間企業
における経営理念・手法を行政現場に導入することを通じて行政部門の
効率化・活性化を図ることにあると説明する。そして、ＮＰＭによる改
革は、具体的なアプローチは必ずしも同じではないものの、英国、ニュ
ージーランドにとどまらず、豪州、カナダ、米国、そしてスウェーデン、
フィンランド、ノルウェー、オランダなどにも波及している。我が国に
おいても、今般の中央省庁等改革において、独立行政法人や政策評価シ
ステムの導入が行なわれている。 

   ＮＰＭによる改革は、地理的な広がりを見せているだけではなく、1990
年代に入ると、質的にも更に発展を示し、中央省庁という政府のコア部
門の改革に及んでいる。 
その第１は、政府組織の運営方法の改革、具体的には業績マネジメン

トの導入である。業績マネジメントとは、組織あるいは施策・事業（プ
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ログラム）の責任者に予算や人事等についての裁量を与える一方、達成
すべき目標を設定し、その達成度の測定、事業活動の評価を通じて、業
績・結果の向上を図るという、「経営学」的な観点からの行政運営である。 
第２に、政府活動の基盤である予算編成や財政運営の改革である注１。
財政規律の確保、説明責任（アカウンタビリティ）の強化、透明性の向
上等の観点から、複数年度予算、厳格な歳出シーリングと pay as you go
（財源の手当てなしに支出増は認めない）原則による資源配分、発生主
義会計、予算編成の様々な段階での詳細な報告書の作成といった仕組み
が導入され、いわば予算・財政のイノベーションが進んでいる。なかで
も、1994 年にニュージーランドが制定した「財政責任法」（Fiscal 
Responsibility Act）は、財政運営についての説明責任の強化、透明性
の向上等を通じて財政の健全化を図る法的な枠組みであり、その後、英
国、豪州においても同様の措置が導入されている。 
このようにＮＰＭは、時代とともに進化を続けており、アングロ・サ

クソン諸国で生まれた「流行」というよりは、政府部門のリエンジニア
リング（再設計）に発展している。ＮＰＭの発展を大きくとらえると、
次の３つの段階に分けて整理することができる。 
 
第 1 段階 ： 政府の役割の見直し（民営化、民間委託、競争入札、 
                         ＰＦＩ等） 

第２段階 ： 組織運営の改革（業績マネジメントの導入） 
第３段階 ： 予算・財政のマネジメントの改革 
 
新たに導入された仕組みはまだ試行錯誤の段階にあるものも多いが、

政府部門の改革、すなわちパブリック・マネジメントの改革を進めてき
た国では、改革は総仕上げの段階に入っているといえる。 

 
（２）ＥＵの通貨統合と予算編成プロセスの見直し（２）ＥＵの通貨統合と予算編成プロセスの見直し（２）ＥＵの通貨統合と予算編成プロセスの見直し（２）ＥＵの通貨統合と予算編成プロセスの見直し    
    

予算・財政のマネジメントの改革が進められているもう一つの背景と
しては、1990 年代前半の各国の財政状況の悪化とＥＵの通貨統合がある。
英国等のＯＥＣＤ諸国は、1980 年代前半の経済構造改革により、1980 年
代半ばから 1990 年代初めにかけて財政状況は回復するものの、1990 年代

                      
注１ 以下、本稿では、「予算・財政のマネジメントの改革」と呼ぶ。その定義は２．（２）を参照。 
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前半、湾岸戦争後の世界的な不況の中で、再び悪化に向かった（図Ⅰ－
１－１、２参照）。こうした状況で、ＥＵ諸国では、1992 年、マーストリ
ヒト条約が締結された。 
マーストリヒト条約は、通貨統合に参加するための判断基準として、

物価、財政、為替、金利に関する４つの経済収斂基準を設定している（詳
細は付録３．参照）。財政の基準は、一般政府レベルの財政赤字はＧＤＰ
の３％、債務残高（グロス）はＧＤＰの 60％を超えないというものであ
る。こうした厳しいルールを定めたのは、通貨統合を円滑に進めるため
には財政運営の規律を強化することが不可欠だからである。通貨統合後
は、各国は独自の金融政策を実施できなくなる。あるＥＭＵ（経済通貨
同盟）参加国で財政赤字が拡大しインフレ圧力が発生した場合に、その
影響が高インフレ率や高金利となって他のＥＭＵ参加国に波及すること
から、財政赤字の拡大を防ぐ仕組みが必要である。また、この基準を加
盟国に遵守させる観点から、ＥＭＵ参加国は、財政の中期見通し等を含
んだ「財政安定化プログラム」を作成しなければならず、非参加国であ
っても、ほぼ類似の「経済収斂プログラム」を作成しなければならない
とされている。 
ＥＵ各国は、マーストリヒト条約の基準達成のため、歳出削減・増税

策により財政赤字の削減に努力しているが、多くの国で、更に予算編成
プロセスの見直しが進められている。 

 
（３）財政赤字の政治経済学的研究（３）財政赤字の政治経済学的研究（３）財政赤字の政治経済学的研究（３）財政赤字の政治経済学的研究    

 
ＥＵ諸国での予算編成プロセスの見直しに関して、理論的な裏付けと

なっているのが、財政赤字と予算編成プロセスやマネジメントの関係を
明らかにしようという研究であり、先駆的な研究としてvon Hargen（1992）
がある。彼は、ＥＵ諸国のデータを集め、予算編成のプロセスが「階層
的」（hierarchical、予算編成において首相又は財務大臣に強い権限が与
えられている、あるいは議会による予算修正が制限されている場合）か
「並列的」（collegial、財務大臣と支出大臣、あるいは議会と政府など
が同等的である場合）か、「透明」か「不透明」かなどを示すインデック
スを開発し、予算編成のプロセスがより階層的かつ透明性の高い国ほど
強い財政規律を持つことを実証的に分析した。具体的には、インデック
スが高いフランス、英国で財政赤字が小さく、逆に低いイタリア、ベル
ギーで財政赤字が大きいというものであった。 
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（注）1.ＮＺの1985年度まではＩＭＦ、それ以外はすべてＯＥＣＤによる。
　　　2.ＮＺで1985年度までと86年度以降、それ以外の国は1983年までと84年以降とでデータが完全には連続していない。
（出所）ＯＥＣＤ,"Economic Outlook 68, 61"、 ＩＭＦ,"International Financial Statistics 2000"により作成 

図Ⅰ－１－１　各国の一般政府財政収支対ＧＤＰ比の推移図Ⅰ－１－１　各国の一般政府財政収支対ＧＤＰ比の推移図Ⅰ－１－１　各国の一般政府財政収支対ＧＤＰ比の推移図Ⅰ－１－１　各国の一般政府財政収支対ＧＤＰ比の推移
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（注）1.ＮＺは債務管理局資料、豪州の1980～87年度はＩＭＦ、それ以外はすべてＯＥＣＤによる。
　　　2.豪州で1987年度までと88年度以降、豪州とＮＺ以外の国は1983年までと84年以降とでデータが完全には連続していない。
（出所）ＯＥＣＤ,"Economic Outlook 68, 61"、 ＩＭＦ,"International Financial Statistics 2000"、 
　　　　ＮＺ Debt Management Office,"Public Debt History of New Zealand" により作成

図Ⅰ－１－２　各国の一般政府グロス債務残高対ＧＤＰ比の推移図Ⅰ－１－２　各国の一般政府グロス債務残高対ＧＤＰ比の推移図Ⅰ－１－２　各国の一般政府グロス債務残高対ＧＤＰ比の推移図Ⅰ－１－２　各国の一般政府グロス債務残高対ＧＤＰ比の推移
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こうした研究については、その後も、Alesina and Perotti（1996）な
ど精力的に多くの研究が行なわれているが、そのポイントは、予算・財政
のプロセスやマネジメントが財政赤字の拡大に影響を与える要因である
こと、逆にいえば、財政赤字の削減には予算・財政のプロセスやマネジメ
ントの見直しが必要であるということである。 

   重要なことは、こうした分析が単なる研究にとどまらず、ＥＵ諸国の
実際の予算・財政のマネジメントの改革に応用されているという点であ
る。例えば、今回の研究で取り上げたスウェーデンでは、スウェーデン
財務省が von Hargen らの研究に倣って自国の予算・財政のプロセスを分
析し、改革の方向を理論的に整理している。von Hargen の研究は、ＥＵ
の報告書注２に掲載されており、加盟国の改革に少なからず影響を与えて
いるものと推測される。 

 
 
２．研究の目的と方法２．研究の目的と方法２．研究の目的と方法２．研究の目的と方法    
            
（１）研究の目的（１）研究の目的（１）研究の目的（１）研究の目的    
    
            1980 年代から 90 年代にかけて、諸外国のパブリック・マネジメントの
大きな流れを概観したが、90 年代後半には、ＯＥＣＤのいくつかの国で
は財政黒字となっている。パブリック・マネジメントの改革がどの程度
財政状況の健全化に寄与したのかという点については慎重な分析が必要
であるが、健全化に向けて様々な努力が積み重ねられてきたことは事実
である。こうしたＯＥＣＤ諸国とは異なり、我が国においては、90 年代
後半急速に財政赤字が拡大しており、21 世紀に入り、これから財政構造
改革が正念場を向かえる。その際、どのような改革を行い、どのような
方向へ進めばよいのかを考えるに当たっては、まず諸外国がどのような
取組みを行ってきたかを研究することが示唆に富むものと考えられる。
諸外国においても財政構造改革の道のりは決して平坦ではなく、成功と
失敗の歴史であり、学ぶことは多い。 

   そこで、本研究では、ＯＥＣＤ諸国の中で特にパブリック・マネジメ
ントの改革を進めてきたいくつかの国を取り上げ、改革の全体を概観し
つつ、その中で予算・財政のマネジメントの改革に焦点を当てて、その

                      
注２経済金融総局（Directorate for Economic and Financial Affairs）の報告書 
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取組みの具体的な内容を調査研究する。次に、予算・財政のマネジメン
トの改革について各国の共通点や相違点を分析し、改革の方向を探ると
ともに財政当局に求められる役割についても検討する。 

 
（２）研究の方法（２）研究の方法（２）研究の方法（２）研究の方法    
   

①調査対象国①調査対象国①調査対象国①調査対象国    
    調査対象国としては、英国、ニュージーランド、豪州、カナダ、ス

ウェーデン、オランダの６ヶ国を取り上げる。パブリック・マネジメ
ントの改革については、ＯＥＣＤのＰＵＭＡ(Public Management 
Committee)が加盟国の協力を得ながら精力的な調査研究を行っており、
そのレポートの一つである‘In Search of Results’(1997)において、
豪州、カナダ、デンマーク、フィンランド、フランス、オランダ、ニ
ュージーランド、スウェーデン、英国、米国の 10 ヶ国が取り上げられ
ており、この中から、予算・財政のマネジメントに関し興味深い改革
を実施している国、文献等で情報を入手しやすい国等を選定し、上記
の６ヶ国を対象とした。 

 
②調査研究の手段②調査研究の手段②調査研究の手段②調査研究の手段    
 調査の手段としては、ＰＵＭＡやＩＭＦ等の国際機関の調査レポー
ト、対象国の財務省等の各種資料（ホームページ等から入手）等の文
献サーベイが中心となる。そして、可能な限り対象国の取組みを客観
的に調べ、比較研究を行う。英国、豪州、ニュージーランドについて
は、2000 年４月、当時の財政制度審議会が政策評価と予算の関係につ
いて現地調査を行い、報告書をまとめており、この報告書をベースに
整理を行っている。また、本年４月、英国、オランダ、スウェーデン
については、この報告書作成のために現地調査を行っている。 

 
  ③調査対象③調査対象③調査対象③調査対象    
    調査の対象は、広義には「パブリック・マネジメント」であるが、

具体的な内容としては、次の３つを取り上げる。 
 
   イ．組織改革イ．組織改革イ．組織改革イ．組織改革    
     以下のロ及びハの改革を進めるに当たって、中央政府の組織改革

が行われているかどうかについて調べる。特に、企画立案部門と政
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策実施部門の分離、エージェンシー化が行われているかどうかがポ
イントである。 

 
   ロ．予算・財政のマネジメント（ロ．予算・財政のマネジメント（ロ．予算・財政のマネジメント（ロ．予算・財政のマネジメント（Financial managementFinancial managementFinancial managementFinancial management））））    
     ＯＥＣＤ（1999）では、”Financial management”を、「予算の編

成及び執行、財務に関する意思決定・資金の流れ・取引きを記録す
る会計、会計面での監査に関するシステムの運営や制度設計」と定
義しているが、本報告書では、これを踏まえ、次の３点に焦点を当
てる。 

 
    a.財政運営：財政政策、すなわちフィスカル・ポリシーの観点から

の制度及び運営 
      b.予算編成：予算を作成するプロセス及び仕組み、予算を巡る議会

と政府の関係 
      c.財務・会計：予算の執行面における規則や仕組み、会計制度 
 
   ハ．業績マネジメント（ハ．業績マネジメント（ハ．業績マネジメント（ハ．業績マネジメント（Performance managementPerformance managementPerformance managementPerformance management））））    
     ＯＥＣＤ（1995）では、”Performance management”を、「 
 

a.プログラムの業績目的や目標を設定すること 
b.プログラムの遂行責任者に目的や目標の達成ためプログラム実施
上の裁量を与えること 
c.目的や目標に対して実際の業績結果を計測し報告すること 
d.業績結果に関する情報を将来の資源配分、プログラムの見直し、
組織や個人の報酬や見直し等における意思決定にフィードバック
すること 
e.業績結果に関する情報を外部機関である議会の委員会や監査機関
の事後的な評価や審査に提供すること 
 
といった一連の仕組み」として定義しており、本報告書でも、基本
的にこの定義を踏襲する。 
 

  ④報告書の構成④報告書の構成④報告書の構成④報告書の構成    
①～③を踏まえ、英国、ニュージーランド、豪州、カンダ、スウェ
ーデン、オランダの６ヶ国の改革について、原則として、次の５項目
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に沿ってまとめる注３。 
 
    １．改革の概要 
    （１）改革の背景と流れ 
       改革が行われた際の経済や財政状況、改革のイニシアティブ

をとった主体、具体的な改革の時系列的な流れなどを記述 
    （２）改革の特徴 
       他国の改革とを比較し、当該国の改革の特徴的な点を記述 
 
    ２．中央政府の組織改革 
      前記③のイを記述 
 
    ３．財政運営及び予算編成の改革 
      前記③のロの内、財政運営及び予算編成に関する改革を記述。

パブリック・マネジメントのうちマクロ的な仕組みを整理。 
 
    ４．業績マネジメント、財務・会計の改革 
      前記③のハ及びロの財務・会計を記述。パブリック・マネジメ

ントのうちミクロ的な仕組みを整理。 
 
    ５．改革の評価 
      改革が財政赤字の削減や政府組織・運営の効率化に与えた影響、

改革の副作用やうまくいっていない理由、今後の課題等について
記述。 

    
    また、報告書の作成に当たっては、特に次の点に注意している。 
 
   イ．新たな仕組みを導入した経緯等改革の背景を明らかにすること 
   ロ．パブリック・マネジメントの改革の大きな流れを把握すること 

ハ．改革がうまく行かなかった理由や試行錯誤の歴史を分析すること 
   ニ．予算・財政のマネジメントの仕組みについて、具体的なメカニズ

                      
注３ ＮＺの場合、省庁のマネジメントの改革を先に理解しないと予算・財政の仕組みを理解するこ
とは難しいので、３．業績マネジメントの改革、４．予算・財政のマネジメントの改革、という
順番にしている。 
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ムを可能な限り分析すること 
   ホ．改革のプラス面、マイナス面を併せて総合的に評価すること 
 

しかしながら、報告書の作成に際しては、時間的な制約や各国の改
革に関する文献の質・量に大きな差があり、上記の解明が調査対象の
６ヶ国を通して全て明らかとなり、また、共通の尺度で横断的な比較
が可能となっているわけではないことに留意する必要がある。実際に
は、各国の改革の重点に焦点を当てながら、出来る限り横断的な比較
ができるような整理を試みている。 
Ⅱ章からⅦ章において６ヶ国の改革を整理した後、Ⅷ章において６
ヶ国の改革を比較し、Ⅸ章において財政当局に求められている新たな
役割について分析する。 

    


