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ⅡⅡⅡⅡ....    英英英英    国国国国    ～政府のあり方をめぐる絶え間ない挑戦～政府のあり方をめぐる絶え間ない挑戦～政府のあり方をめぐる絶え間ない挑戦～政府のあり方をめぐる絶え間ない挑戦    
 
１．改革の概要１．改革の概要１．改革の概要１．改革の概要    
    
（１）改革の背景と流れ（１）改革の背景と流れ（１）改革の背景と流れ（１）改革の背景と流れ    

 
 英国の改革は1970年代の経済危機を受けて1980年代に入って始まる。
その後、その時々の経済・財政状況に対応して、各政権の方針のもとに
絶え間なく改革が推進されてきた。英国の場合、政権毎に取組みと背景
を整理した方がわかりやすいので、各政権に分けて見ていくことにする。 

 
        ①サッチャー保守党政権下（①サッチャー保守党政権下（①サッチャー保守党政権下（①サッチャー保守党政権下（1979.51979.51979.51979.5～～～～90.1190.1190.1190.11））））    

 英国は、1970 年代まで、社会福祉国家を標榜するとともに、基幹産
業や先端産業についても国有化するなど大きな政府を志向していた。
しかし、第一次石油危機が契機となって、方針の転換を迫られるよう
になる。景気停滞、産業活力の低下、高インフレ、高失業が深刻化し、
さらに、ポンド危機にも見舞われるなど政策的に手詰まりとなる中で
社会保障費などの歳出は膨張を続け、財政赤字の拡大と公的債務の累
増が進んだからである。いわゆる英国病（公的部門の肥大化、高福祉・
高負担、強い労働組合、低い生産性）が問題となり、それへの対応が
経済再生には不可欠な状況であった。 
 1979 年に誕生したサッチャー保守党政権は、経済の危機的状況を脱
するため、ケインズ主義的な総需要管理政策を放棄し、中長期的な観
点からサプライサイドの大改革を実施する。不況期でも断固として財
政引き締めを継続し、国営企業の民営化や公営住宅の売却を積極的に
行って政府部門を縮小するとともに、税制改革、労働市場改革、金融
の自由化などを強力に推し進めた。 
 サッチャー政権は、政府部門縮小の一環として行政改革にも着手す
る。1982 年から始めた「財務管理イニシアティブ（Financial 
Management Initiative：ＦＭＩ）」で、行政の効率化を図るために、
権限委譲と責任の明確化の方向性を打ち出し、1988 年からの「ネクス
ト･ステップス（Next Steps）」を通じて、行政執行部門のエージェン
シー化を推進した。ただし、1980 年代の改革は、行政活動の効率化に
よるコストの削減及び小さな政府の実現を目指したものが中心であり、
抜本的な予算・財政マネジメントの改革には至らなかった。 
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        ②メージャー保守党政権下（②メージャー保守党政権下（②メージャー保守党政権下（②メージャー保守党政権下（1990.111990.111990.111990.11～～～～97.597.597.597.5））））    

 1980 年代半ば以降、英国経済は戦後最長の景気拡大を経験し、好調
な経済状況を反映して 1988 年度に公的部門の財政収支は対ＧＤＰ比
で 0.6％の黒字となる（図Ⅱ－１－１参照）。この財政黒字は、構造改
革の進展による構造的要因よりも景気循環による循環的要因に負う面
が大きかったが、政府は認識を誤って大幅な減税を実施した結果、そ
の後の景気低迷に伴い再び大幅な財政赤字に陥ることとなる（HM 
Treasury（1999a））。英国経済は、1991 年には▲1.5％のマイナス成長
となり、90年に5.9％にまで低下していた失業率は、92年には再び10％
超に高まった（表Ⅱ－１－１参照）。財政収支も 1989 年度に対ＧＤＰ
比 0.9％の黒字から、４年後の 93 年度には▲8.0％の赤字にまで急激
に悪化する。 
 1990 年に誕生したメージャー保守党政権は、景気循環を考慮しない
で行った財政運営に対する反省から、予算・財政マネジメントの改革
にも着手し、歳出を抑制するため、1993 年度予算から「コントロール･
トータル制度」を導入した。これは、景気循環に左右される社会保障
費や利払い費などを除いた歳出（これをコントロール･トータルと呼
ぶ）の上限の実質伸び率を、実質経済成長率を下回る水準にするとい
う原則のもとで、翌年度以降３年分の公共支出計画を策定し、歳出総
額をコントロールしようというものである。翌年度分の計画を上限と
して各省庁に予算配分が行われるため、政府予算案策定の骨格と位置
付けられた。また、計画は毎年ローリング方式（１年毎に順次新たな
計画を立てていく形式）で更新されるが、翌々年度以降の計画は翌年
の計画策定時の前提になるものとされた。景気の回復や増税の実施も
あって、この制度導入後、財政赤字は着実に縮小する。しかし、当時
の公共支出計画はあくまで計画で厳密なものではなく、毎年度の実際
の予算額決定に直接の影響はなかったと言われており、規律としては
それほど強いものではなかった（財審（1998））。 
 行政改革の面では引き続き行政の効率化を進める一方、「市民憲章」
（Citizen’s Charter）に象徴されるように、行政サービスの質を向上
させるための施策にも取り組んだ。また、公会計の面でもエージェン
シーを中心に発生主義ベースの「資源会計・予算（Resource Accounting 
and Budgeting：ＲＡＢ）」の導入に向けた検討が進められた。 
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（注）1.他の国と同じ基準で比較できるように、データは原則ＯＥＣＤ基準による。そのため、政府の統計資料とは異なるケースがある。
　　　2.実質ＧＤＰ伸び率は暦年ベース、一般政府財政収支対ＧＤＰ比と一般政府グロス債務残高対ＧＤＰ比は年度ベース。
　　　3.基準変更等の影響により、1983年までと84年以降とではデータが完全には連続していない。
（出所）ＯＥＣＤ, "Economic Outlook 68,61"により作成

図Ⅱ－１－１　英国の財政収支・債務残高・実質ＧＤＰ伸び率の推移図Ⅱ－１－１　英国の財政収支・債務残高・実質ＧＤＰ伸び率の推移図Ⅱ－１－１　英国の財政収支・債務残高・実質ＧＤＰ伸び率の推移図Ⅱ－１－１　英国の財政収支・債務残高・実質ＧＤＰ伸び率の推移
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 36

 

（％）
1980年 1981年 1982年 1983年 1984年 1985年 1986年 1987年 1988年 1989年

実質ＧＤＰ伸び率 ▲2.2 ▲1.3 1.7 3.7 2.4 3.8 4.2 4.4 5.2 2.1
消費者物価上昇率 18.0 11.9 8.6 4.6 5.0 6.1 3.4 4.1 4.9 7.8
失業率 5.3 8.3 9.7 10.5 11.4 11.6 11.8 10.2 7.8 6.1
経常収支:対ＧＤＰ比 1.2 2.6 1.7 0.6 ▲0.1 0.1 ▲0.6 ▲1.4 ▲3.8 ▲4.6
長期金利（10年物指標国債） 13.9 14.9 13.1 11.3 11.1 11.0 10.1 9.6 9.7 10.2
一般政府支出:対ＧＤＰ比 43.0 44.2 44.5 44.7 45.1 44.0 42.4 43.0 40.6 39.9
一般政府財政収支:対ＧＤＰ比 ▲3.4 ▲2.6 ▲2.5 ▲3.3 ▲4.0 ▲2.9 ▲2.6 ▲1.9 0.6 0.9
一般政府ﾌﾟﾗｲﾏﾘｰ･ﾊﾞﾗﾝｽ:対ＧＤＰ比 ▲0.3 0.7 0.7 ▲0.2 ▲0.6 0.5 0.6 1.2 3.3 3.4
一般政府ネット債務残高:対ＧＤＰ比 36.2 37.8 37.3 37.5 30.2 30.8 31.2 29.5 23.9 19.2
一般政府グロス債務残高:対ＧＤＰ比 54.0 54.5 53.2 53.4 60.7 59.2 58.4 56.1 49.7 43.1

1990年 1991年 1992年 1993年 1994年 1995年 1996年 1997年 1998年 1999年
実質ＧＤＰ伸び率 0.7 ▲1.5 0.1 2.3 4.4 2.8 2.6 3.5 2.6 2.2
消費者物価上昇率 9.5 5.9 3.7 1.6 2.5 3.4 2.4 3.1 3.4 1.6
失業率 5.9 8.2 10.2 10.3 9.4 8.5 7.9 6.5 5.9 6.0
経常収支:対ＧＤＰ比 ▲3.5 ▲1.5 ▲1.7 ▲1.7 ▲0.2 ▲0.5 ▲0.1 0.8 ▲0.0 ▲1.2
長期金利（10年物指標国債） 11.8 10.1 9.1 7.5 8.2 8.2 7.8 7.0 5.5 5.1
一般政府支出:対ＧＤＰ比 41.9 43.5 45.3 45.5 44.7 44.4 43.0 40.9 39.7 39.1
一般政府財政収支:対ＧＤＰ比 ▲1.5 ▲2.8 ▲6.5 ▲8.0 ▲6.8 ▲5.8 ▲4.4 ▲2.0 0.4 1.3
一般政府ﾌﾟﾗｲﾏﾘｰ･ﾊﾞﾗﾝｽ:対ＧＤＰ比 0.8 ▲0.7 ▲4.5 ▲5.8 ▲4.2 ▲2.8 ▲1.5 0.9 3.2 3.5
一般政府ネット債務残高:対ＧＤＰ比 15.1 15.3 21.7 31.0 31.3 37.2 39.0 40.3 42.3 37.1
一般政府グロス債務残高:対ＧＤＰ比 44.5 44.4 49.4 58.4 56.1 61.1 60.6 60.9 62.0 57.0

（注）1.他の国と同じ基準で比較できるように、データは原則ＯＥＣＤ基準による。そのため、政府の統計資料とは異なる場合がある。
　　　2.経済関連データ（上５段）は暦年。財政関連データ（下５段）は年度。なお、基準の変更などにより太線部分で連続性は失われている。
（出所）ＯＥＣＤ,"Economic Outlook 68, 61, 54" により作成

表Ⅱ－１－１　英国の主な経済指標の推移表Ⅱ－１－１　英国の主な経済指標の推移表Ⅱ－１－１　英国の主な経済指標の推移表Ⅱ－１－１　英国の主な経済指標の推移
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        ③ブレア労働党政権下（③ブレア労働党政権下（③ブレア労働党政権下（③ブレア労働党政権下（1997.51997.51997.51997.5～～～～    ））））    

 保守党政権下では徹底した市場原理の導入が進められてきたが、過
度の市場原理の追求による弊害も目立ち始める。1997 年に誕生したブ
レア労働党政権では、市場の役割を否定はしないものの、市場原理だ
けでは達成できない政府の役割を重視して、これまで効率化の犠牲に
なってきた社会資本や教育の充実、所得格差の是正などに取り組んで
いる。1999 年に発表された白書“Modernising Government”において
も、「小さな政府」対「大きな政府」、「介入政策」対「無干渉政策」と
いった対立軸にとらわれることなく、長期的な視野に立って国民にと
って「より良い政府」を目指すことが打ち出されている。 
 また、ブレア政権では、サービスの質の向上を重視しており、市民
憲章を発展させて、「サービス第一の新憲章プログラム（Service First 
the New Charter Programme：ＳＦＮＣ）」を実施している。 
 さらに、予算・財政マネジメントに関しても様々な改革を実行する。
具体的には、財政規律を強化し、健全な財政運営を確保するために、
「財政安定化規律（The Code for Fiscal Stability）」を制定すると
ともに、中長期的かつ戦略的な予算編成を目指して、「包括的歳出見直
し（Comprehensive Spending Review：ＣＳＲ）」を導入した。同時に、
各省庁が業績目標と具体的な活動の内容を定めて、その達成状況を確
認することにより、結果指向の行政活動を目指すものとして、「公的サ
ービス合意（Public Service Agreements：ＰＳＡ）」及び「サービス
供給合意（Service Delivery Agreements：ＳＤＡ）」を実施している。
これらの制度を通して、政府及び各行政主体は様々な報告書の作成が
義務付けられており、透明性の向上とアカウンタビリティの強化が図
られている。公会計の面では、1999 年度決算から「資源会計・予算
（Resource Accounting and Budgeting：ＲＡＢ）」を中央政府にも適
用しており、予算については 2001 年度からＲＡＢに基づいて作成され
ている（主な改革の流れは BOXⅡ－１－１参照）。 
 英国経済は、1993 年度以降２％以上の実質成長を続けており、財政
収支についても着実に改善し 1998 年度からは黒字となっている。 

 
 
 



 38

    
BOXBOXBOXBOXⅡ－１－１Ⅱ－１－１Ⅱ－１－１Ⅱ－１－１    英国の主な改革の動き英国の主な改革の動き英国の主な改革の動き英国の主な改革の動き    

 
 1979 年 サッチャー保守党政権発足 

 
1982 年 財務管理イニシアティブ（Financial Management Initiative：ＦＭＩ）を

発表 

 1984 年 グリーン･ブックを発表（事前評価手法及び事後評価手法の指針） 

 1988 年 ネクスト･ステップス（Next Steps）を発表 

 1990 年 メージャー保守党政権発足 

 1991 年 市民憲章（Citizen’s Charter）を制定 

  品質競争政策（Competing for Quality：ＣＦＱ）を発表 

 1992 年 行政情報の公開制度を開始 

  ＰＦＩ（Private Finance Initiative）を発表 

 1993 年 コントロール･トータル制度を導入 

  資源会計・予算（Resource Accounting and Budgeting：ＲＡＢ）を提案 

 1995 年 資源会計・予算のマニュアルを発表 

 1997 年 ブレア労働党政権発足 

  ゴールデン･ルールとサスティナビリティ･ルールを発表 

  グリーン･ブックを改訂（利用者の裁量を拡大） 

 
1998 年 
 

サービス第一の新憲章プログラム（Service First the New Charter 
Programme：ＳＦＮＣ）を発表 

 
 
 

包括的歳出見直し（Comprehensive Spending Review：ＣＲＳ）を発表 
【第１回：1999－2001 年度予算】 

 
 
 

公的サービス合意（Public Service Agreements：ＰＳＡ）を発表 
【第１回：1999－2001 年度】 

  財政安定化規律（The Code for Fiscal Stability）を制定 

 1999 年 “Modernising Government”（白書）を発表 

 
 
 

アウトプット･業績分析（Output and Performance Analyses：ＯＰＡ）を
発表  （ → サービス供給合意（ＳＤＡ）の導入により廃止） 

 2000 年 中央省庁の 1999 年度決算を資源会計・予算で作成 

 
 
 

包括的歳出見直し（Spending Review 2000）を発表 
【第２回：2001－2003 年度予算】 

 
 
 

公的サービス合意を発表 
【第２回：2001－2003 年度】 

 
 
 

サービス供給合意（Service Delivery Agreements：ＳＤＡ）を発表 
【2001－2003 年度】 

 
 
 

省庁別投資戦略（Departmental Investment Strategies：ＤＩＳ）を発表 
【2001－2003 年度】 

 2001 年 中央省庁の 2001 年度予算を資源会計・予算で作成 
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（２）改革の特徴（２）改革の特徴（２）改革の特徴（２）改革の特徴    
 
 英国の改革の全般的な特徴を一言で表すと、「市場メカニズムを活用し
た、集権的で、包括的な改革」（ＯＥＣＤ（1997a11））である。こうした
特徴は、ニュージーランドの改革と共通するものである。英国は、ＮＰ
Ｍ（ニュー･パプリック･マネジメント）の考え方に沿った改革を実施し
ている多くのＯＥＣＤ諸国の中でも先行している国の１つと位置付けら
れている。また、常に新しい改革に率先してチャレンジしてきた国であ
る。 
 これまでの具体的な手法を見ると、「民間活力と競争原理の徹底活用が
単なる理念ではなく、実効性のあるメカニズムで実施されている」（岸
（1998））という点が特徴的である。民営化・民間委託の可能性を探るプ
ロセス（Prior Options Test）があり、「品質競争プログラム（Competing 
for Quality：ＣＦＱ）注１」による民間との競争入札、社会資本・公共
施設などにおける「ＰＦＩ（Private Finance Initiative）注２」の積極
的な活用など、「民間にできることは可能な限り民間に任せる」という理
念を実際に実行する仕組みが徹底されている。その一方で、効率化の追
求だけでなく、国民を行政サービスの「消費者」として捉え、行政サー
ビスの質の向上にも積極的に取り組んでいる。ブレア労働党政権以降に
おいては、単純な効率性の追求だけではなく、政府の役割も重視し、国
民にとって「より良い政府」の構築を目指している。 
 また、英国の政治体制による特徴も見られる。英国は議院内閣制であ
り（Westminster 体制と呼ばれる）、首相を含む与党の中枢部に非常に大
きな権限が集中している。しかも、中枢部がほぼ内閣に含まれているこ
とから、内閣で意思決定を行えば、その他の与野党議員や議会との関係
にそれほど影響されずに、相当程度のことが実施できる仕組みとなって
いる。特に、現在のブラウン財務大臣は政権内において極めて大きな力
を持っており、財務省（HM Treasury）が何らかの改革を行おうとする場
合、ブラウン財務大臣の了解さえ得れば実行できる状況にある（財審

                      
注１ 政府が行う活動を選別し、コストと質の最良の組合せを達成することを目指すプログラム。
特定の政府業務について競争入札を実施し、民間部門がより低コストでサービスを提供できる
場合に、民間委託するというもの。 

注２ 社会資本の整備や公共施設について、民間の資金や経営手法を活用するとともに民間へのリ
スク移転を図り、Value for Money（税の対価として最も価値あるサービスの提供）を達成し
ようというもの。 
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（2000））。こうした背景があったために、近年次々と具体化した予算・
財政マネジメントの改革において、財務省が積極的なリードを取ること
ができたものと思われる。 
 英国では、本格的な改革がスタートしてから現在の予算・財政制度に
体系化されるまで非常に長い時間を要している。その１つの理由として、
伝統的に財務省の力が非常に強く、財務省に予算や財務管理の権限がす
べて集中していたために、権限委譲に対して財務省が少なからず抵抗し
たことが挙げられる。しかし、ここ数年のように、一旦改革を実行する
となると、この財務省の「強さ」がプラスに働いて改革を一気に進める
ことができることも見逃せない点である。 
 

２．中央政府の組織改革２．中央政府の組織改革２．中央政府の組織改革２．中央政府の組織改革    
    
（１）エージェンシー化の推進（１）エージェンシー化の推進（１）エージェンシー化の推進（１）エージェンシー化の推進    

 
 英国の中央政府の組織改革は、エージェンシー化が中心である。エー
ジェンシー化の推進は、首相直属の効率化推進顧問（Prime Minister’s 
Efficiency Adviser）と効率化推進室が 1988 年に発表した“the Next 
Steps”という報告書に基づいて始まった。この報告書は、公務員の 95％
がサービス提供部門（行政執行部門）に従事しており、このサービス提
供部門が政策立案部門と同じ組織の中で同一のルールに縛られるのは非
常に非効率であると指摘し、サービス提供部門を政策立案部門から分離
し大幅な裁量権を与えた独立行政機関（エージェンシー）とすることを
提唱したものである。 
 エージェンシー化の対象の選別は、“Prior Options Test”というプロ
セスを経て決定される（図Ⅱ－２－１参照）。このプロセスにより、中央
政府の部署・業務を、民営化や民間委託の可能性を探りながら、可能な
限りエージェンシーに移行させていくことになる。1999 年時点で、140
のエージェンシーがあり、国家公務員の 76％（約 38 万人）がエージェ
ンシーに所属している。 
 エージェンシーには、業務運営における大幅な裁量権が与えられる一
方、明確な目標の設定及びその達成度合いの公表が求められる。こうし
た言わば「アメとムチ」によって、行政の効率化とサービスの向上を図
ろうとしている。エージェンシーの主な特徴を整理すると、次のとおり
である。 



 

図Ⅱ－２－１図Ⅱ－２－１図Ⅱ－２－１図Ⅱ－２－１    エージェンシー化のプロセス（エージェンシー化のプロセス（エージェンシー化のプロセス（エージェンシー化のプロセス（Prior Options TestPrior Options TestPrior Options TestPrior Options Test））））    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  （出所）岸（1998）の図表３をもとに
      元資料は Goldworthy, Dian

 
        ①長官への権限委譲①長官への権限委譲①長官への権限委譲①長官への権限委譲    
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 また、英国では 1970 年代まで国有化政策が採られてきたが、サッチャ
ー政権以降、電気・ガス・水道・航空・通信など様々な分野で国営企業
の積極的な民営化が進められ、現在では旧国営企業の約７割が民営化さ
れている。また、行政サービスの民間委託も積極的に実施されており、
大きな成果をあげている。こうした民営化や民間委託の活用によって、
中央政府の規模は大幅に縮小してきている。国家公務員数を見ても、サ
ッチャー政権誕生時（1979 年）に約 75 万人であったものが、1999 年に
は約 48 万人となっている（図Ⅱ－２－２参照）。 

 
図Ⅱ－２－２図Ⅱ－２－２図Ⅱ－２－２図Ⅱ－２－２    英国の国家公務員数の推移英国の国家公務員数の推移英国の国家公務員数の推移英国の国家公務員数の推移    

（注）各年４月１日時点の数字。 
（出所）Cabinet Office, “Civil Service Statistics 1999”により作成。 

 
（２）中央省庁の改革（２）中央省庁の改革（２）中央省庁の改革（２）中央省庁の改革    
 
 中央省庁の改革については、省庁の新設、統廃合は適宜行われている
が組織の抜本的な変革はない（BOXⅡ－２－１参照）。現在の省庁数は 17
となっている。ただし、内部組織の方向性としては、小型化を進めてき
ている。例えば、財務省の本省（政策立案部門）の職員は 1991 年の 3,008
人から、1999 年には 890 人にまで減少している注３。こうした背景には、
規模の縮小で管理者の階層を平たくして無駄を省き、政策立案部門をで
きるだけ戦略の策定と管轄するエージェンシー等の指揮・監督に特化す
る体制にしようという意図がある（ＯＥＣＤ（1997a12））。 

                      
注３ 出所は Cabinet Office, “Civil Service Statistics 1996,1999”。4 月 1 日時点の数字で、
フルタイム労働者として換算した常用雇用者数。エージェンシーを含めた財務省全体では、
1999 年で 88,958 人（うち 94％が徴税部門）。 
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BOXBOXBOXBOXⅡ－２－１Ⅱ－２－１Ⅱ－２－１Ⅱ－２－１    1980198019801980 年以降の主な省庁の統廃合年以降の主な省庁の統廃合年以降の主な省庁の統廃合年以降の主な省庁の統廃合    

 
 1983 年 貿易省と産業省を統合し貿易産業省を設置 
 1988 年 保健社会保障省を保健省と社会保障省に分離 
 1992 年 国家遺産省を新設 
 1992 年 エネルギー省を分離し貿易産業省と環境省へ統合 
 1995 年 教育省と雇用省を統合し教育雇用省を設置 
 1997 年 海外開発省を新設 
 1997 年 環境省と交通省を統合し環境交通地域省を設置 
 1997 年 国家遺産省を廃止し文化･メディア･スポーツ省を新設 

 

 
 
３．財政運営及び予算編成の改革３．財政運営及び予算編成の改革３．財政運営及び予算編成の改革３．財政運営及び予算編成の改革    
    
（１）財政安定化規律の制定（１）財政安定化規律の制定（１）財政安定化規律の制定（１）財政安定化規律の制定    
 
 英国は、1980 年代後半から 90 年代前半に、景気循環の影響を十分に
考慮しないで大幅な減税を実施するなど、不適切な財政運営を行った。
そのことが、構造的な財政赤字の拡大、低水準の純投資、公的債務の累
増と公的純資産の縮小をもたらした。こうした状況に陥った最大の要因
は、明確で透明性の高い財政政策の目標がなかったことにある（HM 
Treasury（1999a））。このことを反省し、英国は、財政政策の新しい枠組
みとして「財政安定化規律（The Code for Fiscal Stability）」を 1998
年 12 月に議会の承認を経て制定した注４。この規律の目的は、財政運営
における５つの原則を定めて、それに基づく財政政策の目標を明らかに
するとともに、政府の報告義務を強化することによって、財政政策及び
債務管理政策の透明性と説明責任を向上させ、長期的に維持可能で健全
な財政状況を確保することにある（規律の全訳は付録５.で掲載）。 

 
        ①財政運営の原則①財政運営の原則①財政運営の原則①財政運営の原則    

 財政安定化規律は、財政運営の原則として５つの原則を明示してお
り、政府は、この原則に従って財政政策を実行しなければならない。
５つの原則とは次のものである。 

                      
注４ 英国は基本的に成文法の国ではなく、財政安定化規律についても議会承認は不要であったが、
規律の権威を高め、それによって拘束性を強化するために政府側があえて議会の承認を得たと
いう経緯がある（財審（2000））。 
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            イ．透明性の原則イ．透明性の原則イ．透明性の原則イ．透明性の原則    

 財政政策の目標設定とその実行及び財政状態について、国家安全
保障上などで支障がない限り、国民に対して十分な情報公開を実施
しなければならない。 

            ロ．安定性の原則ロ．安定性の原則ロ．安定性の原則ロ．安定性の原則    
 安定した高水準の成長と雇用の達成という主要な経済目標と整
合的で、かつ、国民が予測できる範囲内で、財政運営を行わなけれ
ばならない。 

            ハ．責任の原則ハ．責任の原則ハ．責任の原則ハ．責任の原則    
 財政状態が長期にわたって確実に持続可能であるように慎重に
財政運営を行い、公的負債・資産及び財政的リスクの管理を行わな
ければならない。 

            ニ．公平性の原則ニ．公平性の原則ニ．公平性の原則ニ．公平性の原則    
 現在世代に対する貢献的な影響だけでなく将来世代への財政上
の影響も考慮して、財政運営を行うよう努めなければならない。 

            ホ．効率性の原則ホ．効率性の原則ホ．効率性の原則ホ．効率性の原則    
 租税の対価として最高のサービスの提供に財源を使い、公的資産
を最大限利用するとともに、余剰資産は処分するよう努めなければ
ならない。 

 
        ②財政政策の目標とルールの設定②財政政策の目標とルールの設定②財政政策の目標とルールの設定②財政政策の目標とルールの設定    

 財政安定化規律では、政府の財政目標や財政上のルールに関して具
体的な数値などは設定されておらず、「政府は、財政運営の５原則と整
合的な財政政策の目標とルールを、予算の度に示すとともに、その内
容を説明しなければならない」という規定のみを掲げている。具体的
な目標やルールは、その時々の政権が決定することになるので、弾力
的な運用ができる仕組みになっている。この規定に基づいて、現在提
示されているルールが、（２）で詳述するゴールデン･ルールとサステ
ィナビリティ･ルールである注５。 
 財政政策の目標及びルールの変更は可能であるが、変更する場合に

                      
注５ ゴールデン･ルールとサスティナビリティ･ルールは、財政安定化規律制定の１年以上前の
1997 年４月にすでに労働党の選挙綱領で骨格が示されている。つまり、政権樹立後、財政安定
化規律に財政政策のルールを示す規定を盛り込むことによって、これら２つの財政ルールの法
的根拠を後付けしたという側面がある。 
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は、その理由を明確に示さなければならない。これにより、安易な変
更などによって規律が乱れることを防いでいる。財政政策の目標及び
ルールが変更されたとしても、新しい目標及びルールについても財政
運営の５原則と整合的なものでなければならないため、財政運営の健
全性は確保される。 
 また、同規律は、すでに定めた財政政策の目標及びルールと異なる
政策を一時的に行うことを認めている。ただし、その場合には、そう
した政策を行う理由及び一時的に適用される財政政策の目標とルール
を明確に示すとともに、いつ、どのようにして従来の目標とルールに
戻るのかについても示さなければならない。つまり、一時的な目標と
ルールを明示させることで財政運営の健全性を損なうことなく、突発
的な環境の変化などに機動的に対応できるよう政策の柔軟性を確保し
ているのである。同時に、厳しい説明責任を課すことで安易な取扱を
避ける仕組みとなっている。 

 
        ③各種報告書の作成と公表③各種報告書の作成と公表③各種報告書の作成と公表③各種報告書の作成と公表    

 財政安定化規律は、財政政策や財政戦略に関する３種類の報告書の
作成を義務付けている。これは、財政に関する幅広い情報を国民に公
表することによって、財政運営全般における透明性とアカウンタビリ
ティを向上させるためである。なお、報告書はインターネット上でも
公開することとされている。 

 
            イ．「プレバジェット･レポート」（イ．「プレバジェット･レポート」（イ．「プレバジェット･レポート」（イ．「プレバジェット･レポート」（The PreThe PreThe PreThe Pre----Budget ReportBudget ReportBudget ReportBudget Report））））    

 これは、予算案が提出される少なくとも３ヶ月前までに、財務省
が発表するものである。現在、毎年 11 月に発表されている（予算案
の提出は３月）。主な内容は、次年度予算において検討している財
政政策の変更などの提案、短期的な経済・財政の予測、財政上重要
な項目に対する景気循環の影響についての分析である。 
 短期的な経済・財政の予測に関して、財政安定化規律は、最低限
記述すべき項目として、主要な前提、ＧＤＰ（内訳含む）・物価指
標・経常収支などの経済指標、予算における経常的収支・キャッシ
ュフロー、経済財政面でのリスクなどを規定している。また、財政
上の重要な情報として、財政収支、債務残高、借入れ状況、資産の
規模などについて、できる限り部門別・分野別・機能別に示すこと
を定めている。予測の期間は少なくとも２年度以上とし、財政上の
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重要な情報については過去２年度と比較することとしている。また、
財政安定化規律は、会計検査院に対して、予測の前提が適切かどう
か監査することを義務付けている（BOXⅡ－３－１参照）。 
 プレバジェット･レポートの目的は、主として税制に関する国民的
議論を喚起するとともに、財政政策に関するコンセンサスの形成と
政策決定の質的向上を図ることにある。注目すべきは、プレバジェ
ット･レポートの公表を義務付けることで、これまで完全な秘密主義
に基づいて決められていた予算においても一定の透明性が確保され
るようになったことである注６。ただし、具体的な予算の内容は３月
の予算案提出まで明らかにされない。 

 
 

BOXBOXBOXBOXⅡ－３－１Ⅱ－３－１Ⅱ－３－１Ⅱ－３－１    財政予測における会計検査院の役割財政予測における会計検査院の役割財政予測における会計検査院の役割財政予測における会計検査院の役割    
 

 政府によって示される財政予測は、特に慎重な前提に立っている。これは、政策を国
家の長期的な利益に資するものとし、政策の信頼性を高めるためである。会計検査院の
役割は、財政予測の基礎となる諸前提を調査することである。 
 会計検査院が監査する諸前提には、民営化の収入、税収の重要な決定要素、失業率、
金利、物価上昇率、省庁管理項目（ＡＭＥ）の支出構成、北海油田収入を予測するため
の原油価格などがある。そして、何より重要な前提である潜在成長率も当然ながら監査
対象である。これらについて、慎重な諸前提が用いられているか厳しく調査している。
会計検査院は、慎重な財政予測を確実に行うという政府の公約の実現にとって、重要な
役割を果たしている。 

 
 
            ロ．「財政状況予算報告書」（ロ．「財政状況予算報告書」（ロ．「財政状況予算報告書」（ロ．「財政状況予算報告書」（The Financial Statement and Budget The Financial Statement and Budget The Financial Statement and Budget The Financial Statement and Budget 

ReportReportReportReport））））    
 これは、予算案の提出時に、次に説明する経済財政戦略報告書と
併せて、財務省により発表されるものである。財政状況予算報告書
の主な内容は、次年度の予算で導入される重要な財政政策案や重要
な予算上の方針についての説明、プレバジェット･レポートと同様
の短期的な経済・財政の予測である。 

 
            ハ．「経済財政戦略報告書」（ハ．「経済財政戦略報告書」（ハ．「経済財政戦略報告書」（ハ．「経済財政戦略報告書」（The Economic and FisThe Economic and FisThe Economic and FisThe Economic and Fiscal Strategy Reportcal Strategy Reportcal Strategy Reportcal Strategy Report））））    

 この報告書も先の財政状況予算報告書と同様、予算案の提出時に、

                      
注６ プレバジェット･レポートに関しては、①発表時期が早いためその後の経済動向が十分に反
映されない可能性、②議会の繁忙期と重なる、③税制と支出計画の同時作成の負担、③発表の
時期が適切でない（クリスマス休暇前）、などの問題点も指摘されている（財審（1998））。 



 47

財務省より発表される。財政状況予算報告書が短期的な足元の問題
を中心にするのに対して、経済財政戦略報告書は、長期的な視野に
立った政府の経済財政戦略を提示するものである。長期的な戦略に
は、財政収支や債務残高など財政上の重要な項目の目標についても
示さなければならない。また、この財政上の重要な項目に関しては、
景気循環の影響を考慮するとともに、信頼できる前提に基づいて、
実証的な手法を用いて少なくとも 10 年以上先まで予測することと
されている。これは、世代間の影響と財政政策の持続可能性を解明
できるようにするためである。 

 
        ④債務管理に関する規定④債務管理に関する規定④債務管理に関する規定④債務管理に関する規定    

 財政安定化規律において、財政政策は債務管理政策を含むものとさ
れている。そのため、同規律には債務管理政策に関する規定が存在す
る。このことは、英国が従来から債務管理政策を重視してきたことを
反映している。同規律は、「債務管理政策の主要な目的は、金融政策と
の整合性を確保しつつ、リスクを考慮に入れ、政府の資金調達のコス
トを長期的に最小化すること」と定義している。また、債務管理の面
でも国民に十分な情報を提供するため、政府債務の構成と政府債務に
係るコストについて、債務管理報告書（the Debt Management Report）
を毎年報告することなどを定めている。英国では、1998 年に債務管理
を適切に実行するエージェンシーとして債務管理局（Debt Management 
Office：ＤＭＯ）を設立しており、ＤＭＯもさらに詳細な年次報告書
を公表している。 

 
（２）ゴールデン･ルールとサスティナビリティ･ルール（２）ゴールデン･ルールとサスティナビリティ･ルール（２）ゴールデン･ルールとサスティナビリティ･ルール（２）ゴールデン･ルールとサスティナビリティ･ルール    
 
 ゴールデン･ルールとサスティナビリティ･ルールは、（１）②で説明し
た財政安定化規律の財政政策の目標とルールの設定という規定に基づい
て、現在のブレア政権が提示している財政ルールである。これは、1997
年４月の選挙のための選挙綱領において「財政借入は、投資目的に限定
し、消費目的のものを行わないとともに、借入のＧＤＰ比率を賢明で常
識的な率に留める」としたことから始まっている。これらのルールは、
現政権のルールであって普遍的なものではないが、現在の英国における
財政運営の基本的考え方を理解する上で重要となるので、財政安定化規
律とは別に取り上げることとした。これらのルールの内容は、次のよう



 48

に説明されている。 
 
        ①ゴールデン･ルール①ゴールデン･ルール①ゴールデン･ルール①ゴールデン･ルール    

 景気の循環を通じて、政府の借入れは投資目的に限り行い、国債発
行額は純投資額（粗投資額－減価償却）を超えてはならない。 

    
        ②サスティナビリティ･ルール②サスティナビリティ･ルール②サスティナビリティ･ルール②サスティナビリティ･ルール    

 景気の循環を通じて、ネットの公的債務残高を対ＧＤＰ比で安定的
かつ慎重なレベルに保たなければならない。 
（現在の目標は、ネットの公的債務残高対ＧＤＰ比 40％以下） 

 
 これらのルールの最も重要な目的は、言うまでもなく、長期的に健全
な財政運営を実現することである。しかし、ゴールデン･ルールには、別
の目的もある。１つは、負担の世代間の公平を図ることである。これは、
資本支出は将来世代に便益を与えるものであることから、公債によって
補うことが公平性の観点からも適切であり、将来世代のために十分な資
本支出を確保しようということである。もう１つは、経済成長の源泉と
なる資本支出を経常支出の犠牲にすることなく、国民にとっての財政資
金の効率利用を促進することである。これは、公的部門の効率化とコス
ト削減を進めてきた過程で、資本支出を過度に削減してきた（経常支出
は人件費等が主たる要素であることからある程度以上は削減できない）
ことが、英国の社会全体の低生産性をもたらしているとの認識に基づき、
経済の長期的かつ安定的な成長のために、十分な公的資本投資を実施し
ていこうということである。 
 また、ゴールデン･ルールに基づいて投資目的で公債を発行する場合で
も、日本のように公債発行対象経費の積み上げではなく、減価償却分を
控除した「純投資内」とされているため、その分公債発行は制限される
ことになる（ゴールデン･ルールの達成基準については BOXⅡ－３－２参
照）。ゴールデン･ルールを遂行するためには、経常支出と資本支出を厳
格に区分しなければならないが、英国では国民経済計算上の区分により
両者を分けている。 
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BOXBOXBOXBOXⅡ－３－２Ⅱ－３－２Ⅱ－３－２Ⅱ－３－２    ゴールデンルールの達成基準と達成状況ゴールデンルールの達成基準と達成状況ゴールデンルールの達成基準と達成状況ゴールデンルールの達成基準と達成状況    

 
 ゴールデン･ルールの達成は、以下の式で確認できる（Ａ,Ｂは表右端のもの）。 
 
    純借入（Ｂ-Ａ）≦ 純資本支出（Ｂ） ･･･ ① 
  （財政黒字の時には純借入はマイナスになる点に留意） 
 
「純借入＝純資本支出（Ｂ）－ 経常的収支（Ａ）」なので、結局①式は、 
 
    ０≦経常的収支（Ａ） 
 
となり、経常的収支が黒字であればゴールデン･ルールは達成されていることになる。ゴ
ールデン･ルールは、1997 年度では達成されていないが、1998 年度以降では達成されて
おり、2000 年度、2001 年度も達成する見込みである（表参照）。 
 
  表 公的部門の収支                 （単位：10 億ポンド） 

 （年度→） 1997 
実績 

1998 
実績 

1999 
実績 

2000 
見込 

2001 
見込 

 

経常的歳入計 Total current receipts 315.7 335.9 358.7 383.2 398.4  

経常的歳出計 Total current expenditure 304.3 312.5 325.3 346.0 367.0  

固定資本減耗 Depreciation 14.0 13.6 14.6 14.9 15.5  

経常的収支経常的収支経常的収支経常的収支    Surplus on current budgetSurplus on current budgetSurplus on current budgetSurplus on current budget    ▲▲▲▲5.15.15.15.1    7.57.57.57.5    19.219.219.219.2    22.322.322.322.3    15.915.915.915.9    Ａ 

粗固定資本 
形成 

Gross Domestic fixed  
capital formation 

― ― ― 16.6 20.0  

固定資本減耗 Less depreciation ― ― ― ▲14.9 ▲15.5  

在庫品増加 Increase in inventories ― ― ― 0.6 0.4  

その他  ― ― ― 5.8 7.2  

純資本支出純資本支出純資本支出純資本支出    Net capital expenditureNet capital expenditureNet capital expenditureNet capital expenditure    4.04.04.04.0    5.05.05.05.0    3.53.53.53.5    7.47.47.47.4    11.211.211.211.2    Ｂ 

純借入純借入純借入純借入    
（財政収支）（財政収支）（財政収支）（財政収支）    

Net borrowingNet borrowingNet borrowingNet borrowing    9.19.19.19.1    ▲▲▲▲2.82.82.82.8    ▲▲▲▲16.016.016.016.0    ▲▲▲▲15.015.015.015.0    ▲▲▲▲4.74.74.74.7    Ｂ-Ａ 

 （注）経常的収支は Windfall Tax を除くベース。 
 （データ出所）HM Treasury, “Budget 1999,2000,2001”. 
 
 

 さらに、ここで重要なことは、これらのルールは「景気の循環を通じ
．．．．．．．．

て
．
」達成しなければならないとされていることである。従って、毎年厳

密に達成しなければならないものではない。つまり、景気拡大期の財政
余剰は積極的に債務の返済に充てる一方、景気後退期に経常的収支の赤
字が発生（ゴールデン･ルールは未達になる）しても、必要であれば資本
投資は可能である。景気が悪い時にも無理に達成を求めているわけでは
なく、景気循環の１サイクルの中で達成されれば良いわけである。こう
した事情から、財政安定化規律では各報告書に景気循環の影響による分
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析を要求している（景気循環調整の方法については BOXⅡ－３－３参照）。
現在のところ、英国の経済状況は好調であるため 1998 年度から財政黒字
を達成しており、ゴールデン･ルールも達成されている。今後、景気が後
退した時に、どのように運用されるのか注目されるところである。 

 
 

BOXBOXBOXBOXⅡ－３－３Ⅱ－３－３Ⅱ－３－３Ⅱ－３－３    景気循環の調整方法景気循環の調整方法景気循環の調整方法景気循環の調整方法    
 

 参考のために、英国で用いられている景気循環調整の数式を紹介しておく。英国で、
景気循環の影響を排除した数字（すなわち構造的要因部分）を明示しているのは、「経常
的収支」と「公的部門純借入」の対ＧＤＰ比である。 
 
  ＣＢ = Surplus on current budget（経常的収支） 
  ＣＡＣＢ = Cyclically-adjusted CB（景気循環調整後の経常的収支） 
  ＰＳＮＢ = Public sector net borrowing（公的部門純借入） 
  ＣＡＰＳＮＢ = Cyclically-adjusted PSNB（景気循環調整後の公的部門純借入） 
  ＧＤＰ = Gross domestic product（国内総生産） 
  ＧＤＰＴ = Trend gross domestic product（トレンド国内総生産） 
  ＯＧ = Output gap（産出ギャップ） 
  t = time period（１year） 
 
ここで、「t期の産出ギャップ )(OGt 」を、次のように定義する。 
   ( )( ) 100*GDPT/GDPTGDPOG tttt −=  

このとき、英国では「t 期の景気循環調整後の経常的収支の対ＧＤＰ比（ tt GDP/CACB ）」
と「t期の景気循環調整後の公的部門純借入の対ＧＤＰ比（ tt GDP/CAPSNB ）」は、 
   1tttttt OG*3.0OG*4.0GDP/CBGDP/CACB −−−=  

   1tttttt OG*3.0OG*4.0GDP/PSNBGDP/CAPSNB −++=  

と計算している。なお、0.4 及び 0.3 という係数は計量的に算出されたものである。
“Budget 2001”で示されている今後の予測は以下の表のとおりである。 
 
  表                           （対 GDP 比：％） 

実績 見込 予測 
(年度→) 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 
CB 0.8 2.1 2.4 1.7 1.4 0.8 0.8 0.8 
CACB 0.5 1.9 2.1 1.4 1.1 0.6 0.7 0.7 
PSNB ▲0.3 ▲1.8 ▲1.7 ▲0.6 0.1 0.9 1.0 1.0 
CAPSNB 0.0 ▲1.6 ▲1.4 ▲0.3 0.3 1.1 1.1 1.1 
景気循環
要因 

0.3 0.2 0.3 0.3 0.3 0.2 0.1 0.1 

 （注）“PSNB”及び“CAPSNB”は財政黒字の時にマイナス。 
 （データ出所）HM Treasury, “Budget 2001”. 
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（３）包括的歳（３）包括的歳（３）包括的歳（３）包括的歳出見直しによる予算編成の仕組み出見直しによる予算編成の仕組み出見直しによる予算編成の仕組み出見直しによる予算編成の仕組み    
 
        ①包括的歳出見直しの概要①包括的歳出見直しの概要①包括的歳出見直しの概要①包括的歳出見直しの概要    

 英国は、1999 年度の予算（英国の会計年度は４月～３月）から予算
編成の仕組みを変更した。新たな予算編成プロセスの柱として、包括
的歳出見直し（Comprehensive Spending Review：ＣＳＲ）を導入する
こととし、1998 年７月に最初のＣＳＲが発表された。その後、2000
年７月に２度目のＣＳＲ（“Spending Review 2000”）が発表されてい
る。なお、毎年の予算案（統合国庫議定費歳出予算案）の編成も行わ
れるが、ＣＳＲ導入後は、ＣＳＲで決まった公共支出計画をもとに微
修正が行われているだけである注７。 

 
            イ．包括的歳出見直しの基本的な仕組みイ．包括的歳出見直しの基本的な仕組みイ．包括的歳出見直しの基本的な仕組みイ．包括的歳出見直しの基本的な仕組み    

 包括的歳出見直し（ＣＳＲ）は、政府の中長期的な優先事項及び
目標を確認し、その達成に適切な予算配分となるように、３ヵ年を
１タームとして歳出の総見直しを行い、３年間の歳出の枠組みを決
定するものである。また、これとは別に、各省庁は、公的サービス
合意（Public Service Agreements：ＰＳＡ）に基づいて、ＣＳＲ
で対象となっている３年間に達成するべき目標を示すとともに、サ
ービス供給合意（Service Delivery Agreements：ＳＤＡ）により、
目標達成のために具体的にどのような行政活動を実施するのかを
明らかにしなければならない。各省庁は目標の達成状況について毎
年報告することが義務付けられている一方、予算の利用に関して一
定の裁量が認められている。 
 以上が、ＣＳＲの基本的な仕組みである（ＣＳＲの全体像は BOX
Ⅱ－３－４参照）。これにより、中長期的かつ戦略的な視野に立っ
た予算編成、目標に応じた効率的な予算配分、裁量付与と責任の明
確化による適切な予算利用、透明性の向上とアカウンタビリティの 

                      
注７ 英国には、日本の一般会計にほぼ相当する統合国庫資金と日本の財政投融資計画にほぼ相当
する国家貸付資金があり、前者はさらに法律で恒久的に付与される既定費（国債費、王室費、
恩給費などで、統合国庫資金の１割程度を占める）と議定費に区分される。予算審議の対象と
なるのはこのうちの議定費のみであるが、ＣＳＲではこれら以外の基金・会計も含め、すべて
の公共部門の歳出を含んでいる。 

    また、議会で議決するのは歳出のみであり、歳入は議決対象ではない。これは、一度付与さ
れた課税権限に審議は不要という考えに基づいている。歳入部分に関しては税制改正法案を議
決するだけである。国債の発行・償還など国家貸付資金の操作も政府の権限で行う。 
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BOXBOXBOXBOXⅡ－３－４Ⅱ－３－４Ⅱ－３－４Ⅱ－３－４    ““““Spending Review 2000Spending Review 2000Spending Review 2000Spending Review 2000”の概要”の概要”の概要”の概要    

 
 包括的歳出見直し（ＣＳＲ）は、一般的には、今後３年間の歳出を決定する公共支出
計画を指すことが多いが、実際は、公的サービス合意（ＰＳＡ）、サービス提供合意（Ｓ
ＤＡ）、省庁別投資戦略（ＤＩＳ）など、ＣＳＲと同じ期間を対象に同時に作成される計
画書と合わせて包括的に捉える必要がある。2000 年に発表された２度目のＣＳＲは
“Spending Review 2000”と呼ばれ、全体像を示すと次のようになる。 
 

 
公共支出計画書の構成・主な内容は以下のとおり。 
＜Section Ⅰ＞ 
 政府の主要な目的の提示、全体の概要、財政ルールの提示、歳出計画の概要、全体的
な歳出面の方針などを説明。 
 ○政府の主要な目的･･･ ①すべての国民にとっての機会の拡大 
            ②信頼できる安全な社会の形成 
            ③生産性の向上と安定した経済成長 
            ④現代的な国際的役割の遂行 
＜Section Ⅱ＞ 
 政府の４つの主要な目的毎に、政府として歳出面でどのような措置を講ずるのか具体
的に説明。 
＜Section Ⅲ＞ 
 省庁毎に、歳出をどのような目的でどのような施策に投入するのかについて、ＰＳＡ
の主要な業績達成目標を挙げながら具体的に説明。 
＜Section Ⅳ＞ 
 各地域政府に対する予算措置の内容を説明。 
＜Section Ⅴ＞ 
 省庁横断分野についての説明。省庁横断分野は次の 15 分野（前回は３分野）。 

①貧困地域の支援、②乳幼児支援、③青少年対策、④自立のための福祉、 
⑤刑事裁判制度の見直し、⑥犯罪防止、⑦麻薬防止、⑧活力ある社会の形成、 
⑨高齢者対策、⑩過疎対策、⑪地域政府の支援、⑫科学技術研究、 
⑬情報技術の活用、⑭紛争防止、⑮旧ソ連における核の安全 

 

“Spending Review 2000”の中心となるもの。これにより、今後３年間の歳出の上限
を決定する。概略は下記参照。

今後３年間の各省庁の任務・目的・業績達成目標を示したもの。詳細は本文４.
（２）を参照。

公的サービス合意で設定した業績達成目標を達成するために具体的にどんなサービス
を提供するのか示したもの。詳細は４.（２）を参照。

今後３年間に行う各省庁の資本投資計画を示したもの。サービス改善のために必要な
資本投資の規模・内容が提示される。

Spending Review 2000

公共支出計画（New Public Spending Plans 2001-2004）

すべての国民に機会と安全を

公的サービス合意（Public Service Agreements 2001-2004）

サービス供給合意（Service Deliverly Agreements 2001-2004）

省庁別投資戦略～未来への投資（Investing in the Future
 Departmental Investment Strategies 2001-2004）
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強化を目指している。 
    

            ロ．歳出項目の構造ロ．歳出項目の構造ロ．歳出項目の構造ロ．歳出項目の構造    
 ＣＳＲでは、歳出は、省庁別に設定された各年管理歳出（Annually 
Managed Expenditure：ＡＭＥ）と省庁別歳出限度額（Departmental 
Expenditure Limit：ＤＥＬ）とに分かれており、両者を合計した
ものをＴＭＥ（Total Managed Expenditure：歳出総額）と呼んで
いる。 

 
    a.ＡＭＥ（各年管理歳出） 

 ＡＭＥは、主として外的要因から支出規模が決まるために３年
間の支出を事前に見通すことあるいはコントロールすることが困
難なため、環境の変化に応じて毎年度必要額を判断することが適
当とされる経費である。従って、各省庁に支出の自由裁量が与え
られているものではなく、予算額について各省庁と財務省で細か
い折衝が行われる性質のものではない。具体的には、社会保障関
係費、ＥＵ諸機関への支払費用、ＥＵ共通農業経費、利払い費な
どである。ＡＭＥには、景気動向やインフレ率の予想外の変化に
よる税収の減少及び失業手当や利払い費の増加に備えて、ＡＭＥ
総額に対して予備（margin）が設定されている。予備の額は、こ
れまでの２回のＣＳＲにおいて、１年目 10 億ポンド、２年目 20
億ポンド、３年目 30 億ポンドとなっている（ＡＭＥ総額の 0.5～
1.5％程度）。 
 

    b.ＤＥＬ（省庁別歳出限度額） 
 ＤＥＬは、人件費や物件費などの経常運営費及び資本支出の歳
出上限額である。ＤＥＬの使用に当たっては、流用や繰越しが一
定の範囲で認められているなど、各省庁に一定の裁量が与えられ
ている。ただし、裁量付与の見返りとして、各省庁は、公的サー
ビス合意（ＰＳＡ）で設定した目標の達成が求められることにな
る。また、経常運営費は一括配賦であるため、人件費や物件費な
どの個別の費目にとらわれることなく自由に使用できる。各省庁
は、３年間のＤＥＬが固定されるため、経常運営費や資本支出に
おいてＤＥＬを超えて歳出を行うことは認められないが、逆に確
実に支出できる額として３年間の予算配分が保証される。このよ
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うな性格を持つことからＤＥＬは、ＣＳＲ編成過程で各省庁と財
務省の間で議論される中心部分となる。現在、ＤＥＬは歳出総額
の 55％程度を占めている。 

 
    c.ＴＭＥ（歳出総額） 

 ＴＭＥは、財政安定化規律や財政ルールに従って、慎重な仮定
に基づく経済予測をもとに、配分可能資源として財務省によりト
ップダウンで、ＡＭＥやＤＥＬの決定に先立って決められる。ま
た、経済の不確実性を考慮して、経済成長率がさらに１％低いケ
ース（more cautious case）のＴＭＥについても推計されている。 

 
            ハ．複数年度予算の導入ハ．複数年度予算の導入ハ．複数年度予算の導入ハ．複数年度予算の導入    

 ＣＳＲでは、３ヵ年を１タームとする複数年度予算の仕組みが導
入されている。ただし、英国の場合、３か年の最後の１年と次期３
か年の最初の１年はオーバーラップする仕組みになっている。その
ため、ＣＳＲは３ヵ年の枠組みでありながら、実際には２年毎に発
表される注８。 
 複数年度の仕組みが導入された背景には、それまでの単年度予算
主義では、短期的な視野からのみ行政活動が行われ、そのために行
政活動によって何を達成しようとするのかという結果志向の考え
方が生まれにくかったことに対する反省がある。 
 また、従来は、毎年の予算折衝で、財務省も各省庁も多大なエネ
ルギーを投入するなど非効率であったが、予算を３ヵ年単位とする
ことで、この非効率が解消されるというメリットがある。財務省と
してはより中期的な観点から予算を査定し編成することが可能と
なり、各省庁にとっても、一定の予算の枠が確保されることで所管
する事務事業の安定的な運営が可能となる。同時に、予算折衝に浪
費されていたエネルギーを行政サービスの向上に振り向けること
ができるようになるというメリットもある。 
 2001 年度予算から中央省庁にも資源会計ベースの予算が導入さ
れているため、2000 年７月に発表されたＣＳＲ（“Spending review 

                      
注８ ３ヵ年の枠組みは、1993 年度から実施されてきたコントロール･トータル制度でも行われて
きた。主な相違点として、①毎年のローリングが２年毎のローリングになったこと、②公的サ
ービス合意（ＰＳＡ）による目標の設定とセットになったこと、③予算の繰越しが認められる
ようになったことなどが挙げられる。 
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2000”、対象期間は 2001～2003 年度）から資源会計ベースで作成さ
れている。資源会計とは、中長期的な観点から適切かつ効率的な資
源配分を実現するために、資本コストや減価償却の計上、取引発生
時点でのコストの把握による適切な期間対応の実施を行う発生主
義の会計手法である。詳細については４．（３）で述べる。 

 
        ②ＣＳＲの策定プロセス②ＣＳＲの策定プロセス②ＣＳＲの策定プロセス②ＣＳＲの策定プロセス    

 ＣＳＲ（包括的歳出見直し）は、３月頃から実質的な策定作業が始
まり、１年以上の検討期間を経て、翌年の７月に、ＤＥＬ（省庁別歳
出限度額）とＡＭＥ（各年管理歳出）に分けた次年度以降３年間の公
共支出計画として発表される（図Ⅱ－３－１参照）。 
 

            イ．編成方針の決定（３月～８月）イ．編成方針の決定（３月～８月）イ．編成方針の決定（３月～８月）イ．編成方針の決定（３月～８月）    
 ＣＳＲの作業は、財務省のマクロ経済局において今後の経済・財
政の見通しを検討するとともに、優先順位などのＣＳＲ編成方針に
ついて財務省内で内部的な議論を行うことから始まる。時期的には、
前回のＣＳＲが発表された翌年の３月頃であり、毎年の予算案が発
表された直後ということになる。ここで、次のＣＳＲの対象となる
３年の予算期間に配分可能な資源をトップダウンである程度決め
てしまい、夏にはＣＳＲの編成方針を決定する。 

 
            ロ．要求に対する査定の実施（８月～ロ．要求に対する査定の実施（８月～ロ．要求に対する査定の実施（８月～ロ．要求に対する査定の実施（８月～12121212 月）月）月）月）    

 各省庁からの公共支出計画の要求は５月頃に財務省に提出されて
いる。通常、各省庁の要求は配分可能な資源を上回るので、これを
一致させるべく財務省が査定を実施することになる。財務省は、次
のＣＳＲの編成方針を決定した８月頃から各省庁の要求の査定を本
格的に開始する。財務省と各省庁の議論の中心は主にＤＥＬの予算
額についてである。査定に当たっては、各省庁から個別の費目毎に
その事業の必要性や予算の水準などについてヒアリングを行った上
で、財務省の権限で査定し、これを積み上げて上限額を決定してい
る。これは基本的にボトムアップなプロセスである注９。査定を担当
する公共サービス局（日本の主計局に該当）の査定の結果、 

                      
注９ ただし、財務大臣は各省庁のＤＥＬの増減や特定の費目の増減に関心があるので、前年度比
の増減率をもとに最終的な判断を行ってトップダウンで上限額を決めることもある。 
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    図Ⅱ－３－１図Ⅱ－３－１図Ⅱ－３－１図Ⅱ－３－１    英国の予算編成プロセス英国の予算編成プロセス英国の予算編成プロセス英国の予算編成プロセス        
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どうしても上限を超える場合には、マクロ経済局に配分可能資源の
上乗せを要求するケースもある。ただし、その場合でもごくわずか
な調整である。 
    

            ハ．目標に基づく査定の実施（ハ．目標に基づく査定の実施（ハ．目標に基づく査定の実施（ハ．目標に基づく査定の実施（12121212 月～６月）月～６月）月～６月）月～６月）    
 12 月頃に、各省庁から財務省に対してＰＳＡ（公的サービス合意）
に関する草稿が提出される。この時点で、各省庁からＤＥＬによっ
て何を達成しようとしているのか具体的な目標が提示されるわけで
ある。この時期からは、ＰＳＡによる目標も参考にした上で、ＤＥ
Ｌの査定が実施される。ただし、ある費目の予算が複数の目標達成
に貢献したり、複数の異なる費目の予算が１つの目標に関係したり
するなど、予算と目標の関係は一様ではないので、ＰＳＡはあくま
でも参考資料的な位置付けである注10。 
 ＰＳＡの目標及び目標に関連する予算配分については、公的サー
ビス・公的支出に関する閣僚委員会（Ministerial Committee on 
Public Service and Public Expenditure：通称ＰＳＸ）においても
議論される注11。ただし、それによってＣＳＲの公共支出計画案が変
更されるようなことはない。 

 
            ニ．公共支出計画の決定と公表（７月）ニ．公共支出計画の決定と公表（７月）ニ．公共支出計画の決定と公表（７月）ニ．公共支出計画の決定と公表（７月）    

 ＰＳＡの目標を勘案した上で財務省が査定を行い出された公共支
出計画案は、最終的な結論になる。ＣＳＲによる公共支出計画案を
決定する前に、首相から了解を取り付けるが、首相の了解を得た後
は、各省庁に決定した予算額を一方的に通知するだけである。一部
の省庁から異議などが出されるケースもあるが、それによって公共
支出計画が変更されることはない注12。こうして最終的に決定したＣ
ＳＲによる公共支出計画は７月に発表される。 

                      
注 10 ただし、ある省庁が予算の増額を主張していても、その施策がＰＳＡで明確に位置付けられ、
高い優先順位が与えられているものでなければ、予算の配分はしないので、財務大臣にとって、
ＰＳＡに関する情報は、各省庁の大臣と議論する際に有効な武器となっている。 

注 11 ＰＳＸとは、財務大臣を議長とし、基本的に歳出に関係が薄い８人の閣僚で構成される委員
会で、各省庁のＰＳＡの目標達成状況を監視し、結果の分析・評価を行っている。 

注 12 ただし、財務大臣と首相の間では、歳出の優先順位や金額、あるいは減税を巡って常に議論
が行なわれており、両者の議論が予算編成に影響を与えることがある。これは、財務大臣は財
政規律を保つことを優先する一方、首相は次期選挙を意識して国民に優しい政策を優先すると
いう閣内での立場の違いによるものであるが、実際にはごくわずかな影響である。 
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 また、ＣＳＲは議会に提出されるものではなく、議会が承認する
ものではない。予算編成において、議会には、各省庁の毎年の統合
国庫議定費歳出予算案を承認するという極めて形式的な手続きを
除いて、基本的に役割はない。 
 一連のプロセスを見ると、ＣＳＲによる公共支出計画は実質的に
財務省がほとんどすべてを決めていることがわかる。こうした財務
省の強さは、基本的には伝統的なものであるが、通常、財務大臣は
与党の中で２、３番目に有力な政治家が就任することも影響してい
る。特に、現在のブラウン財務大臣は、過去の比較においても極め
て強力な大臣であり、ＣＳＲの編成においてもイニシアティブを発
揮している。 

 
 

BOXBOXBOXBOXⅡ－３－５Ⅱ－３－５Ⅱ－３－５Ⅱ－３－５    年次予算でのＣＳＲ見込み額の発表年次予算でのＣＳＲ見込み額の発表年次予算でのＣＳＲ見込み額の発表年次予算でのＣＳＲ見込み額の発表    
 

 ＣＳＲが発表される直前に出される年次予算（図のＡに当たる）は、１年程度の間Ｃ
ＳＲ策定のための議論が行われている中で発表される。この時期にはすでに次期ＣＳＲ
が固まりつつあるので、その年次予算で次期ＣＳＲ対象期間３年分のＤＥＬ、ＡＭＥ及
びＴＭＥの額が見込みとしてあらかじめ提示されている。 
 ７月に正式に発表されるＣＳＲの数字は年次予算で示されたものから若干変更されて
おり、対外的には決算の確定や数ヶ月間のインフレ率の動向が要因とされるが、実際に
は、世論の反応を見極めて、優先順位などを若干変更しているものと推測される。７月
のＣＳＲ正式発表に向けて、前もって見込み額を提示することにより、各省庁の動きを
封じ込める、マスコミや評論家の評価あるいは国民の反応を見るといったことが意図さ
れているようである。 

 

            図図図図    

 
 
        ③年次予算編成プロセス③年次予算編成プロセス③年次予算編成プロセス③年次予算編成プロセス    

 英国では、ＣＳＲ（包括的歳出見直し）の導入以降、ＤＥＬ（省庁
別歳出限度額）はＣＳＲで決められるので、年次予算（統合国庫議定
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費歳出予算）では、経済環境の変化などを考慮したＡＭＥ（各年管理
歳出）の微修正、ＡＭＥ余剰分の再配分（債務返済やＤＥＬへの追加
配分）、税制改正の織り込みなどが調整されるだけである（BOXⅡ－３
－６参照）。従って、各省庁と財務省が年次予算に関して細かな折衝を
行うわけではない。英国の場合、ＣＳＲによる３ヵ年の公共支出計画
の策定が実質的な予算編成であり、極端に言えば、年次予算は単に形
式的に議会の承認を得るために、公共支出計画に基づいて編成される
に過ぎない注13。 

 
 

BOXBOXBOXBOXⅡ－３－６Ⅱ－３－６Ⅱ－３－６Ⅱ－３－６    年次予算での調整年次予算での調整年次予算での調整年次予算での調整    
 

 実際のＣＳＲと年次予算を見比べると、ＣＳＲで毎年のＤＥＬは固定されているとさ
れながら、数字は一致しない。ＡＭＥについては、年次予算策定時の最新の経済データ
をもとに修正されるので、数字が変わるのは当然である。ＤＥＬについては、原則固定
であるが、若干の上乗せ（金額は全体の１％未満と微小）が行われている。そのために、
規律としての機能が働いていないのではないかとの疑問が出てくる。 
 しかし、この上乗せ原資は、実際の経済動向がＣＳＲの慎重な予測を上回るために発
生するＡＭＥの予備（margin）の未使用分の一部、あるいは、例えば、債務管理技術の
向上などで利払い費の抑制が構造的に可能となるなど、効率化努力の成果として発生す
る部分であり、しかもほんのわずかな金額である。基本的には、景気循環の中での位置
付けが重視されるので、景気の山近辺にある現在の余剰は、ほとんどが債務返済に充て
られている。中長期的に見て支障のない範囲で、政府の優先目標に対して多少の追加配
分が行われるだけである。ただし、このような政治的判断によりＤＥＬが上方修正され
ることはあっても、上限は保証されているので下方修正されることはない。 

 
 

 年次予算に関する一連のプロセスを簡単に述べると以下のとおりで
ある（p.59、図Ⅱ－３－１参照）。 

 
イ．11 月に財務省は「プレバジェット･レポート」を発表する。その
後、最新の経済データと各省庁からの概算見積書などをもとに、Ａ
ＭＥの調整を行い、翌年度予算案の策定作業を進めていく。ＤＥＬ
は前回のＣＳＲで決定されているので、基本的に年次予算の際に各
省庁と折衝することはない。また、年初には、プレバジェット･レポ
ートで提案された税制改正などの歳入法案が議会に提出される。 

 

                      
注 13 英国では、歳出権限の付与を要求できるのは政府だけであり、予算の増額修正は議院規則で
も認められていない。減額修正は可能であるが、現在では行われなくなっている。 
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ロ．３月に財務大臣が予算演説を行い、翌年度の予算案（統合国庫議
定費歳出予算法案）が議会に提出される。このとき、財務省は「財
政状況予算報告書」と「経済財政戦略報告書」を発表する。その後、
議会で予算審議が行われる。予算案は、歳出委員会で３日間審議が
行われた後、分野毎に 14 の特別委員会に付託され、そこで５～７週
間審議が行われてから、歳出委員会と本会議で採決されて７月頃に
成立する。議会では歳出分野毎に議決される。英国の会計年度は４
月からなので、予算が成立するまでの間、暫定予算を組むことが慣
例となっている注14。 

 
４．業績マネジメント、財務・会計の改革４．業績マネジメント、財務・会計の改革４．業績マネジメント、財務・会計の改革４．業績マネジメント、財務・会計の改革    
 
（１）エージェンシーの管理（１）エージェンシーの管理（１）エージェンシーの管理（１）エージェンシーの管理    
 
 英国では、1988 年から始まったネクスト･ステップス（Next Steps）
以来、行政組織のエージェンシー化が進められてきた。各エージェンシ
ーは、財務面や人事面での裁量が与えられる代わりに、目標の設定とそ
の達成状況の公表が義務付けられる。これによって、行政活動の効率化
と結果指向のマネジメント、アカウンタビリティの向上が図られている。
こうしたマネジメントの仕組みは、中央省庁に対しても導入されている
が、英国ではエージェンシーへの導入から急速に発達することとなった。
ここでは、エージェンシーの管理に関するいくつかの重要な項目につい
て概要を説明する。 

 
        ①権限と責任の委譲①権限と責任の委譲①権限と責任の委譲①権限と責任の委譲    

 エージェンシーには、日常の業務運営に関して大幅な裁量権が与え
られている。エージェンシーの長官（Chief Executive）は、この裁量
権を駆使して目標の達成を目指すわけである。長官は、エージェンシ
ーが所属する省庁の大臣に対して、業務運営上の責任及び目標達成の
責任を負っている。大臣は議会に対して責任を負っており、エージェ
ンシーの業績は議会を通じて広く国民に公表されることとなるため、
国民へのアカウンタビリティも確保されている。 
 実際の業務運営に当たっては、大臣と長官が交渉し合意した上で作

                      
注 14 前年度議定費の約 45％相当額が予算執行のための歳出権限として付与される。 
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成する「フレームワーク･ドキュメント」に基づいて運営される。これ
には、エージェンシーの任務・目的、長官の大臣に対する責任の内容、
提供するサービスの内容、年次報告の内容、財務上の取り決め、人事
政策の規定などが記述されることになっている（BOXⅡ－４－１参照）。 
 

 
BOXBOXBOXBOXⅡ－４－１Ⅱ－４－１Ⅱ－４－１Ⅱ－４－１    債務管理局のフレームワーク･ドキュメントの概要債務管理局のフレームワーク･ドキュメントの概要債務管理局のフレームワーク･ドキュメントの概要債務管理局のフレームワーク･ドキュメントの概要    

 
 ○地位：財務省のエージェンシー、1998 年 4 月 1 日設立 
 ○任務：リスクを考慮しつつ長期的に債務元利払コストを最小化するという政府の債

務管理政策を遂行すること、金融政策の目標と整合的でコスト節約効果の最
も高い方法で財務省の日々の現金ニーズを管理すること 

 ○戦略的目的（計 10 個） 
     ・財務大臣が設定したギルト債売却の年間付託事項を、リスクを考慮しつつ

長期的なコスト最小化に合致させること 
      （以下省略） 
 ○以下項目のみ 
  財務省との関係、大臣の責任、長官の責任、議会への説明責任、長官の役割、業務 
  の運営方法、業務計画の作成、年次報告の作成、財務上の取り決め、監査の義務、 
  人事政策の方針、エージェンシー･レビューの取り決め、など 

 
    
        ②目標設定と業績管理②目標設定と業績管理②目標設定と業績管理②目標設定と業績管理    

 エージェンシーは、毎年、サービスの質・財務的な業績・効率性を
含めた業績目標（key annual performance targets）を設定する。こ
れは、定量的な業績指標を用いたものでなければならない。また、エ
ージェンシーが直接コントロールできる必要があるので、有効性やア
ウトカムより効率性やアウトプットに重点を置いて定められる。 
 設定された業績目標は、大臣と長官との間で業績協定として契約が
結ばれ、業績目標に応じて大臣は資源の配分を行う。資源の配分に当
たっては、前年の業績目標達成状況が参考にされている。長官は、四
半期毎に業績目標の達成状況を大臣に報告しなければならず、年度終
了後には、業績結果をまとめた年次報告書（Annual Report）の作成・
公表が義務付けられている。また、政府としても、エージェンシー全
体の業績結果をまとめた報告書を公表している。 
 このように、具体的な業績目標の設定と達成度の測定、報告、公表
というプロセスにより、「結果」に基づいた業績評価を行うとともに、
アカウンタビリティを確保している。 
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        ③効率化計画③効率化計画③効率化計画③効率化計画    
 エージェンシーは、毎年向こう３年間の効率化計画を作成しなけれ
ばならない。効率化計画には、今後の３年間でどのようにしてエージ
ェンシーとしての目標を達成していくのかを明示するとともに、効率
性を向上させるために民間の関与をどのように進めていくのかを示す
こととされている。民間の関与の面では、ＰＦＩの手法を用いたり、
民間企業と提携を結んで業務を行ったりされている。 

 
        ④エージェンシー･レビュー④エージェンシー･レビュー④エージェンシー･レビュー④エージェンシー･レビュー    

 エージェンシーは、５年毎に業務の抜本的な再点検を実施すること
になっている。具体的には、この５年間のエージェンシーの総合的評
価の実施、“Prior Options Test”のプロセス（p.41、図Ⅱ－２－１参
照）を再度行って民営化や民間委託の可能性の再検討、フレームワー
ク･ドキュメントの改定、などが行われる。エージェンシーは、一旦エ
ージェンシー化されたからといって、永久にその地位が確保されるわ
けではなく、放漫な運営や効率化努力の欠如があると、エージェンシ
ー･レビューによって、その地位を剥奪される可能性があるわけである。
エージェンシー･レビューは、目標達成や効率性向上の努力を怠らせな
い効果を持っている。 
 

        ⑤業績連動給⑤業績連動給⑤業績連動給⑤業績連動給    
 ネクスト･ステップスの重要な原則の１つに、個人の給与と組織目標
達成への貢献度とを明確に関連付けるべきというものがある。長官に
ついては、報酬は最高 20％までエージェンシーの業績とリンクされて
いる。職員の給与に関しては、これまで業績連動は進んでいなかった
が、業績連動給が公的部門の効率性向上にとって重要であることは認
識されており、徐々に拡大する傾向にある（ＯＥＣＤ（1997a11））。1996
年には、「公務員管理規律（Civil Service Management Code）」が改定
され、給与と業績の連動など柔軟な給与体系を実施しやすい環境が整
備されている。1999 年に発表された白書「政府の現代化（Modernising 
Government）」にも、業績に基づく給与の推進が示されている。 

 
        ⑥発生主義会計⑥発生主義会計⑥発生主義会計⑥発生主義会計    

 エージェンシーは、設立後２年以内に発生主義会計（資源会計）を
導入することが義務付けられている。発生主義会計によって、費用と
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便益の関係を適切に把握できるようになるため、効率的な資源配分が
可能となる。発生主義会計がエージェンシーに早くから導入されたの
は、民間との競争原理が働く仕組みを確立するには、民間と同じ基準
で会計を行う必要があったためである。現在では中央省庁においても
発生主義会計が導入されている。 

 
 

BOXBOXBOXBOXⅡ－４－２Ⅱ－４－２Ⅱ－４－２Ⅱ－４－２    サービスの質の向上に向けた取組みサービスの質の向上に向けた取組みサービスの質の向上に向けた取組みサービスの質の向上に向けた取組み    
 

 英国は、サッチャー政権以降、市場原理を積極的に取り入れ、エージェンシー化の実
施などにより行政活動の効率化及びコスト削減を推進してきた。しかし、極端な効率化
指向は行政サービスの質の低下を招く恐れがある。90 年代に入って、メージャー政権が
発足すると、サービスの質の向上を目指したプログラムが実施される。それが「市民憲
章（Citizen’s Charter）」である。 
 
 市民憲章とは、６つの原則（次ページ表参照）に基づいて各行政機関が顧客サービス
基準、苦情手続きに関する原則などを設定し、その結果の測定･公表を行い、サービス利
用者にフィードバックすることで行政サービスの質を高めようというものである。実際、
説明責任が向上し、行政サービスの改善に大きく寄与したと評価されており、少なくと
も公務員の意識は大きく変わったと言われている。 
 しかし、一方で、サービス基準が曖昧で不明確、利用者にとって重要な問題は避ける
傾向にある、サービス基準の設定にほとんど市民が関与していない、第一線で市民と接
している職員の意見が無視されている、市民指向的でなく経営指向的でトップダウン的
な側面が強い、など問題点も指摘されていた（Cabinet Office（1998））。 
 
 97 年に発足したブレア政権は、こうした市民憲章の問題点を克服し、より市民指向的
な行政サービスの確立を目指した新たなプログラム「サービス第一の新憲章プログラム
（Service First the New Charter Programme：ＳＦＮＣ）」を 1998 年から実施している。
ＳＦＮＣでは、重要なテーマとして以下のことが掲げられている。 

・ 利用者第一の原理に立ち、サービスの提供方法だけでなく、どんなサービスが提
供されるのかについて利用者の関与を高めて協議した上で決定する 

・ 第一線で市民と接している職員の意見をサービス基準の改善に活用する 
・ 行政サービスの質を改善し、サービス基準はアウトプットを重視したものとする 
・ ベスト･プラクティスの考え方を積極的に取り込み、サービスの質を最高水準に
近づけていく 

・ サービス提供の改善方法として、イノベーション（新機軸）をより重視する 
・ 市民が望むサービスを提供するために、各行政機関が互いに協力し合う 

また、プログラムの実効性を高めるために、「ピープルズ･パネル」の創設（無作為に抽
出した 5,000 人の市民で議論を行い、意見を全行政機関にフィードバックするもの）、サ
ービス基準設定に当たって恣意的な内容を排除するための指針、エージェンシーに対す
る規定（利用者の質問への回答に関する目標の設定と達成状況の公表、利用者と約束し
た時間から 10 分以内の面会、など）、「チャーター･マーク」制度の実施（業績が優秀な
行政機関の表彰制度）など、多くの工夫がなされている。ＳＦＮＣでは、市民憲章の６
原則を発展させて９つの原則を提示している（次ページ表参照）。 

（次ページにつづく） 
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（BOXⅡ－４－２つづき） 
 
 1999 年に発表された白書「政府の現代化（Modernising Government）」においても、市
民のニーズに合った行政サービスの提供と質の向上を重視することを明確に打ち出して
おり、ＳＦＮＣはブレア政権の行政改革面での中心的プログラムであると言える。 
 
  表 市民憲章の６原則とＳＦＮＣの９原則 
 

市民憲章 ＳＦＮＣ 
① サービス基準の設定 
② 情報の提供と高い公開性 
③ 選択肢の提供と利用者との協議 
④ 丁寧で親切なサービス提供 
⑤ 問題のある場合の修正 
⑥ 税の対価として最高のサービス
の提供 

① サービス基準の設定 
② 十分な情報の公開と提供 
③ 協議と関与の充実 
④ 利便性と選択肢の拡大 
⑤ すべての市民の公平な待遇 
⑥ 問題発生時の正しい是正措置 
⑦ 資源の有効活用 
⑧ 絶え間ない革新と改善 
⑨ 他の提供主体との協同 

 

    
（２）中央省庁の業績評価システム（２）中央省庁の業績評価システム（２）中央省庁の業績評価システム（２）中央省庁の業績評価システム    
 
 中央省庁の業績マネジメントの改革は、1982 年の財務管理イニシアテ
ィブ（ＦＭＩ）から始まっている。権限と責任の委譲及び目標設定と結
果の公表という仕組みは、エージェンシーができる前からすでに中央省
庁に対して進められていたのである。しかし、必ずしもうまく機能せず、
その後のサービス提供部門のエージェンシー化に伴い、エージェンシー
の管理手法として発展してきた経緯がある。現在では、これまでのエー
ジェンシーでの経験を踏まえて、「公的サービス合意（Public Service 
Agreements：ＰＳＡ）」と「サービス供給合意（Service Delivery 
Agreements：ＳＤＡ）」という明確なフレームワークにより業績評価が実
施されている。これらによって、行政活動がより「結果志向」になるこ
とを企図している。 

 
        ①業績評価体系の概要①業績評価体系の概要①業績評価体系の概要①業績評価体系の概要    

 業績評価の中心は、ＣＳＲ（包括的歳出見直し）と同時に作成され
るＰＳＡ（公的サービス合意）とＳＤＡ（サービス供給合意）である。 
 ＰＳＡとは、各省庁が今後３年の間に達成するべき行政活動の内容
を、各省庁の任務（Aim）、目的（Objective）として明らかにし、さら
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に、一段下のレベルの目標として業績達成目標（Performance Target）
を定めるものである。ＳＤＡ（サービス供給合意）とは、ＰＳＡで定
めた業績達成目標に対して、それを達成するために具体的にどのよう
なことを実施していくのかを定めるものである注15。ＰＳＡで設定され
た業績達成目標毎に、いくつかの具体的な活動内容を示すことになっ
ている（ＰＳＡとＳＤＡの具体例は図Ⅱ－４－１参照）。 
 こうした業績評価の仕組みを導入した第１の目的は、各省庁に目標
の達成に向けてより効率的な予算執行を行わせ、行政活動の成果を的
確に生み出させることである。第２の目的は、各省庁がどのような目
的や目標をもって行政活動を行っているのか、目的や目標は十分に達
成できているのかなどを明らかにすることである。つまり説明責任の
遂行や透明性の確保である。業績の評価プロセスは次のような流れで
行われ、最終的な結果は広く国民に公表されることになる。 
 
イ．各省庁は、四半期毎に財務省に対して目標達成状況と予算執行実
績を報告する。 

ロ．財務省は各省庁にヒアリングを行いながら内容をチェックし、報
告要旨をとりまとめて、公的サービス・公的支出に関する閣僚委員
会（ＰＳＸ）に提出する。 

ハ．ＰＳＸは、各省庁の報告を分析・評価し、政府全体としての年次
報告書を作成して、議会に提出する。 
ニ．別途、各省庁も個別に年次報告書を作成し公表する。 
 
 また、議会との関係では、ＰＳＡは議会で承認されるものではない。
ＰＳＡは国民に対して政府の活動を明らかにしていく仕組みであり、
目標達成状況の報告書は、国民に対するものと位置付けられている。 
 ＰＳＡにおける目的や目標は、政府の総合的な目標の達成に貢献す
るものでなければならない。しかし、適切で有効かつ測定可能な目標
設定はかなり困難な作業である。ＰＳＡは、すでに 1998 年と 2000 年
の２度発表されているが、初めての実施であった 1998 年では、目標の
有効性に対して批判的な意見も多かった。また、達成状況に疑わしい

                      
注 15 従来は、公的サービス合意に対する達成状況の把握をより明確なものとするために、アウト
プット・業績分析（Output and Performance Analysis：OPA）が実施され、Performance Target
（業績達成目標）のさらに一段下のレベルのものとして Indicator（指標）を提示していた。 
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ものもあった。実際、各省庁毎で出来不出来があり、信頼性などの面
で問題があったことを財務省の担当者自身が認めている。2000 年に発
表されたＰＳＡでは、焦点を明確化するとともに簡素でかつ戦略的な
目標設定を行い、業績達成目標は前回の約 600 から約 160 に絞り込ま
れている。しかし、依然として十分な水準に改善されたとは認識され
ておらず、経験を重ねながら、今後も様々な改善が必要だろう。 
 
図Ⅱ－４－１図Ⅱ－４－１図Ⅱ－４－１図Ⅱ－４－１    ＰＳＡ及びＳＤＡのイメージ（貿易産業省の例）ＰＳＡ及びＳＤＡのイメージ（貿易産業省の例）ＰＳＡ及びＳＤＡのイメージ（貿易産業省の例）ＰＳＡ及びＳＤＡのイメージ（貿易産業省の例）    

 
 （出所）HM Treasury, “2000 Spending Review: Public Service Agreements”, 
          “2000 Spending Review: Service Delivery Agreements”により作成 
 

米仏独日との生産性格差を縮めて競
争力を向上させること（財務省との
共同目標）

起業する人の増加、中小企業全体の
生産性の向上、恵まれない地域社会
での起業の増加とともに、あらゆる
中小企業が繁栄し能力を発揮できる
社会を構築すること

ＢtoＢ、ＢtoＣ取引ができる範囲と
インターネット費用の点で、世界一
の電子商取引市場を確立すること

各地域の一人当たりＧＤＰのトレン
ド成長率で見て、全地域の経済パ
フォーマンスを向上させること（環
境交通地域省との共同目標）

毎年発表されている競争力指数を改善す
る、ＥＵの技術革新調査で1段階ランクアッ
プさせる、など

中小企業支援サイトの閲覧を2004年3月まで
に年3百万回など利用の促進を図る、利用者
の生産性･収益性を向上させ80％を満足させ
る、起業直後から高成長する企業数を増や
す、など

2002年までに年20万回の取扱を可能にす
る、2004年3月までにモバイル･サービスの
需要面でＯＥＣＤ上位4カ国に入る、など

地域支援･企業助成金を活用する、地域開発
協会と毎年ビジネス･プランを作成し達成す
べきアウトプットに地域技術基金から毎年5
千万ポンドの予算をつける、など

業績達成目標 達成手段

　目的Ⅰ：起業・技術革新・生産性向上の促進

　任務：現代経済における持続可能な経済成長及び生産性の水準を向上させるため、
　　　　競争力及び科学的卓越を増進させること

貿易産業省貿易産業省貿易産業省貿易産業省

　目的Ⅱ：（略）

業績達成目標（略） 達成手段（略）

○○省○○省○○省○○省（略）（略）（略）（略）

△△省△△省△△省△△省（略）（略）（略）（略）

【全政府的な目的】【全政府的な目的】【全政府的な目的】【全政府的な目的】
　①すべての国民にとっての機会の拡大　②信頼できる安全な社会の形成
　③生産性の向上と安定した経済成長　　④現代的な国際的役割の遂行
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BOXBOXBOXBOXⅡ－４－３Ⅱ－４－３Ⅱ－４－３Ⅱ－４－３    目標と予算との関係目標と予算との関係目標と予算との関係目標と予算との関係    

 
 ＰＳＡの目標と予算の項目とは１対１で対応しているわけではない注 16。財務省内にお
いても、両者をできるだけ関連付けるための取組みはなされているが、ある項目の予算
が複数の目標達成に貢献したり、複数の異なる項目の予算が１つの目標に関係したりす
るなど、予算と目標の関係は一様ではないので、両者を完全に一致させることは困難で
あると認識されている。ただし、結果指向の予算編成を行うために、ＰＳＡは、ＣＳＲ
（包括的歳出見直し）と同時に策定されており、ＣＳＲ編成において重要な参考資料に
なっている。現時点では、行政活動に規律を与え、説明責任と透明性を高めることを重
視していると言える。 
 ＰＳＡ活用の理想としては、それぞれの目標の達成状況を分析・評価し、次の予算編
成において役立てる、あるいはより効率的な資源配分を行うために結果をフィードバッ
クするということであるが、現段階でそのようなレベルに達しているわけではない。各
省庁が目標を達成できなかったからといって予算が減額されるなど予算に直接リンクす
るペナルティは設けられていないし、逆に、目標達成を促進するための予算上のインセ
ンティブも明確には示されていない。この理由として、目標達成度と予算投入額を明確
にリンクできるほどＰＳＡの業績達成目標の信頼性があるわけではないこと、目標とは
直接関係のない間接費用の取扱が難しいことなどが挙げられる。ただし、完全発生主義
会計を導入することによって、コスト（インプット）・産出（アウトプット）・便益（ア
ウトカム）が一元的に把握できるようになれば改善されてくる可能性がある。 
 財務省の担当者によると、ＰＳＡはまだ発展段階にあり、今後様々な面で進歩してい
けば、フィードバックなども可能になっていくとのことである。 
 

 
        ②予算執行の弾力化②予算執行の弾力化②予算執行の弾力化②予算執行の弾力化    

 各省庁は、ＰＳＡ（公的サービス合意）で目標の設定とその達成状
況の公表を義務付けられる代わりに、ＤＥＬ（省庁別歳出限度額）に
よって、３年間の予算配分が保証されるとともに、予算の執行に関し
て一定の裁量が認められている。各省庁は予算の流用と繰越しが可能
であり、裁量の具体的な内容は次のようになっている。 

 
            イ．予算の流用に関する自由度イ．予算の流用に関する自由度イ．予算の流用に関する自由度イ．予算の流用に関する自由度    

 予算の流用については、総合的に見て大きな制限はなく、一定の
金額までは流用の都度に財務省の許可を得る必要はない。例えば、
文化省が、ＤＥＬの積算上、美術館の運営、博物館の運営、コンサ
ートの支援などに予算を割り当てているとしても、実際の執行にお
いて、極端に言えばすべての予算を美術館の運営経費に充てること

                      
注 16 この背景として、すべての目標を金銭価値化して直接予算にリンクさせようと 1964 年から
実施されたＰＰＢＳ（Planning Programming Budgeting System）が失敗に終わった経験があ
るものと思われる。 
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も可能である。しかし、ＰＳＡで定められた目標を達成しなければ
ならないので、予算の流用は、あくまでもこの目標達成を前提とし
て行われなければならない。 
 また、ＤＥＬは経常支出分と資本支出分に分けて配賦されるが、
一括配賦となっているので、人件費や物件費など経常経費の個別の
費目にとらわれずに執行できる。 
 ただし、資本支出から経常支出への流用や議決対象の歳出分野間
の流用などの場合は、財務省が各省庁の要求を精査し、その妥当性
を吟味している。特に、政府投資を促進させることが政府の重要な
施策なので、資本支出を減額するような要求は基本的には認められ
ない。 

 
            ロ．予算の繰越しロ．予算の繰越しロ．予算の繰越しロ．予算の繰越し    

 ＤＥＬによる３年間の歳出上限については、１年毎の上限額が定
められているが、ある年度の予算額を使い残した場合、次年度に繰
り越すこと（Carry-forward）が認められている。繰越しは原則と
して 100％可能である。これによって、各省庁が年度末に予算消化
のために非効率な支出を行うことを避けることができる。 
 しかし、逆に、ある年度の予算額が年度途中で不足した場合、次
年度予算額から前倒しで支出することは認められない。歳出レベル
の上限は厳密に定められているので、その場合、各省庁は自ら何ら
かの歳出削減努力を行わなければならない。 
 実際のところ英国では、繰越しのケースが多い。これは、ひとつ
の習慣によるものであるが、英国では、支出超過（overspending）
は非常に厳しく見られている。責任者は、議会の決算委員会に呼ば
れて、支出超過の経緯や理由等について細かく質問され、その責任
を追及される。そのため、予算額を上回らないように常にコントロ
ールする必要があり、決算額は予算額に対して下振れする傾向があ
る注17。 

 

                      
注 17 ここで問題となるのは、繰越される余剰が構造的なものかどうかである。通常、各省庁は、
繰越しについて様々な理由を挙げて正当化し、翌年度以降の必要性を強調するだろう。財務省
の担当者によれば、これは個別に精査する必要があり、余剰が構造的なものであれば予算額の
見直しを検討するが、この問題が実際に出てくるのは、ここ４、５年の予算執行の状況が把握
できる次のＣＳＲからではないかとのことである。 
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（３）発生主義会計（資源会計・予算）の導入（３）発生主義会計（資源会計・予算）の導入（３）発生主義会計（資源会計・予算）の導入（３）発生主義会計（資源会計・予算）の導入    
 
 英国の財務管理面で最も重要な改革は、公会計への発生主義の導入で
ある。ここでは、英国の発生主義ベースの公会計制度である「資源会計・
予算（Resource Accounting and Budgeting：ＲＡＢ）」について説明す
る。 

 
        ①導入の意義と経緯①導入の意義と経緯①導入の意義と経緯①導入の意義と経緯    

 資源会計の基本的な考え方は、行政活動や資産保有のコストを正確
に把握し、費用と便益の関係を明確にして、中長期的な観点に基づい
て適切かつ効率的な資源配分を実現しようというものである。つまり、
ＲＡＢ（資源会計・予算）を導入する最大の目的は、資源会計に基づ
いてコストを厳格に把握し、そのコストに対してどれだけのアウトプ
ット・アウトカムが達成されたのかという業績情報と結びつけて、フ
ィードバックすることで業績評価と予算編成をリンクさせることにあ
る（図Ⅱ－４－２参照）。発生主義により政策のフルコストが把握でき
れば、間接費用も適切に取扱うことができるので、コストと便益を直
接対比させることができるようになる。ただし、業績評価をフィード
バックして目標と予算とをリンクさせるためには、業績目標及び業績
情報の精度をさらに高めることが必要である。 
 

図Ⅱ－４－２図Ⅱ－４－２図Ⅱ－４－２図Ⅱ－４－２    資源会計と業績評価の予算への資源会計と業績評価の予算への資源会計と業績評価の予算への資源会計と業績評価の予算への    
フィードバックのイメージフィードバックのイメージフィードバックのイメージフィードバックのイメージ    

政策のフルコストに着
目した予算計上

アウトプット・アウト
カムの目標設定

当期に発生したコスト
を集計した会計記録

当期のアウトプット・
アウトカムの達成記録

コストと業績
を確認・公表

予算編成 業績評価

フィードバック
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 発生主義会計は、各エージェンシーに設立後２年以内の導入が義務
付けられたことから始まった。エージェンシーに早くから導入された
のは、民間と公正な競争を行わせるためには、民間と同じ基準で会計
を実施する必要があったからである。中央省庁への導入が提案された
のは、1993 年の予算演説で財務大臣が言及したことが最初である。そ
の後、各省庁や専門家などから広く意見を聴取した上で、1995 年に資
源会計・予算（ＲＡＢ）のマニュアルを発表したが、実際に導入され
るのは 1999 年度の決算からであり、導入まで４年の年月を要している。
この要因としては、予算書体系の見直しへの抵抗や実務サイドの混乱
などもあるが、業績評価体系の確立が遅れたことが大きい。英国の場
合、当初からＲＡＢを業績評価と予算編成をリンクさせるためのシス
テムと位置付けていたため（BOXⅡ－４－４参照）、ＰＳＡなどの開始
（1999 年度～）に合わせて導入されることとなったのである。資源会
計による予算については 2001 年度から、実施されている。なお、現時
点では各省庁単位での導入であり、政府全体の連結財務諸表について
は、2005 年度から資源会計により作成される予定である。 

 
 

BOXBOXBOXBOXⅡ－４－４Ⅱ－４－４Ⅱ－４－４Ⅱ－４－４    米国型の発生主義との違い米国型の発生主義との違い米国型の発生主義との違い米国型の発生主義との違い    
 

 公会計改革をめぐる議論の１つに、「完全発生主義」を採るべきか「修正発生主義」で
十分かという問題がある。英国ではＲＡＢにより完全発生主義を導入したわけであるが、
米国などは修正発生主義を採用している。完全発生主義と修正発生主義の大きな違いは、
前者が固定資産を含むすべての経済資源を測定対象とするのに対して、後者は財務資源
のみを測定対象とし換金性のある一部の固定資産のみ計上する点である。どちらを採用
するかは、財務諸表の主たる利用者は誰か、利用目的は何かに依存すると考えられてい
る。 
 英国では、発生主義による財務諸表は国民に対する説明責任と考え、かつ、会計情報
を利用した業績と予算のリンクを目的としているので完全発生主義を採ったが、米国は、
公債の保有者（つまり投資家や債権者）に対する財務状況の開示が目的であるため、修
正発生主義で十分なのである。米国では、予算とのリンクに会計情報を利用する意図は
なく、別途実施している業績評価システム（「政府業績結果法（Government Performance 
and Results Act：ＧＰＲＡ）」）の中で予算とのリンクを工夫するというスタンスである。 
 公会計としてどちらが適しているかは現時点で一概には言えない。業績評価を予算編
成に有効に活用するには、コストを厳格に把握できるという意味で、一般的には完全発
生主義の方が望ましいと考えられる。しかし、英国のように、行政執行部門の大半をエ
ージェンシーに分離し、中央省庁は政策立案に特化している場合には、生産する公共財
に市場性がないため、中央省庁に完全発生主義が必要か疑問もあり、特定のプログラム
に限定したコスト管理で十分である可能性も指摘されている（大住（1999））。 
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        ②ＲＡＢの概要②ＲＡＢの概要②ＲＡＢの概要②ＲＡＢの概要    
 資源会計の現金主義会計と異なる点は、固定資産に関する保有コス
ト及び資産に関する減価償却費が計上される点と、発生の事実に基づ
いてコストを把握して適切な期間対応を実施する点である。ただし、
英国のＲＡＢでは、資産保有コスト、減価償却費とも概念上の費用
（National Charges）として取り扱われ、実際に予算が付くわけでは
ない。資源会計の導入によって影響を受ける予算額は、ＡＭＥ（各年
管理歳出）で調整して予算総額（ＴＭＥ）は従来ベースと同額になる
ように処理されている。この点は、早くから完全発生主義を取り入れ 
いるニュージーランドと大きく異なる点である。 
 ＲＡＢでは、資産保有コスト（Cost of Capital）は各省庁の全資産･
全負債に適用され、純資産に各省庁とも一律６％を乗じて算出される。
また、資産の減価償却には、一般的には定額法が適用されており、耐
用年数は建物 20～60 年、車５年、IT 機器３年未満などと決められて
いる。ただし、道路に関しては更新会計が用いられる。固定資産の評
価方法は原則として時価評価（厳密には再調達価格）で行うこととな
っている。 
 また、資源会計ベースで作成した財務諸表の公表によって行政活動
の透明性を高めること、資源の効率的な利用を行っているかについて
政府に説明責任を遂行させることも、ＲＡＢの重要な目的である。実
際の財務報告書としては次のものが作成・公表される。 
 
イ．資源使用結果のサマリー（Summary of Resource Outturn） 
ロ．運営費用報告書（Operating Cost Statement） 
ハ．貸借対照表（Balance Sheet） 
ニ．資金収支計算書（Cash Flow Statement） 
ホ．省庁目的別資源報告書（Statement of Resource by Departmental 
Aims and Objectives） 

 
 中央省庁へのＲＡＢの導入は、まだ始まったばかりで相当の混乱が
見られるようである。財務省の担当者によると、「ようやく始めたばか
りで、理想と現実にミスマッチがあるのが正直なところである。なか
なか複雑な仕組みであるので、慣れるには時間がかかる。長期的な観
点から、より効率的な資源配分に活用していく」とのことである。 
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５．改革の成果と評価５．改革の成果と評価５．改革の成果と評価５．改革の成果と評価    
 
（１）マクロ的なパフォーマンス（１）マクロ的なパフォーマンス（１）マクロ的なパフォーマンス（１）マクロ的なパフォーマンス    
 
 英国は、1970 年代からすでに英国病の克服が必要との認識はなされて
おり、経済・財政の改革が試みられていたが、抜本的な改革には踏み込
めず、結局挫折を繰り返してきた。こうして問題を先送りする中で誕生
したのがサッチャー政権である。当時、英国経済は戦後最悪の不況下に
あった（経済成長率は 1980 年▲2.2％、81 年▲1.3％）が、サッチャー
は明確なビジョンと強靭な意志で大規模な経済構造改革に着手し、世論
の反発の中、断固として財政引き締めを継続した。それまでの政権と違
い、強力なリーダーシップを発揮して改革路線を堅持したことが、英国
経済を蘇らせたと言える（1983～89 年の平均成長率は 3.7％）。 
 しかし、行財政面での改革は、民営化やエージェンシー化など行政組
織を効率化するための改革が中心であり、サッチャー時代には予算・財
政マネジメントの改革はほとんど行われていない。財政規律が働く仕組
み作りに取り組んでいなかったことが、その後の景気後退で財政赤字▲
８％（1993 年度）という厳しい財政状況に追い込まれる要因の１つであ
ったと思われる。 
 HM Treasury (2000a)では、90 年代前半の財政危機の原因として次の
ことを挙げている 
 
①明確な原則と目標が欠如していたこと 
②透明性と説明責任が欠如していたこと 
③楽観的で不十分な経済見通しを立てていたこと 
④長期的な視野に基づく意思決定がなされなかったこと 
 
 こうした反省に立って現在の仕組みが構築されている。英国の財政収
支は、1993 年以降着実に減少し 98 年度から黒字となっている（98 年度
0.4％、99 年度 1.3％）。政府支出の規模も 1999 年度には 39.1％となり、
ピークであった 1993 年度から 6.4％ポイント低下している。また、政府
債務残高についても減少傾向が続いており、1999 年度ではネットで
37.1％、グロスで 57％になっている。なお、英国は、ＥＵの通貨統合に
は参加していないが、マーストリヒト基準を達成している。 
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（２）改革の評価と今後の課題（２）改革の評価と今後の課題（２）改革の評価と今後の課題（２）改革の評価と今後の課題    
 
        ①予算・財政のマネジメント①予算・財政のマネジメント①予算・財政のマネジメント①予算・財政のマネジメント    

 英国における予算・財政の体系は、過去の経験を踏まえながら着実
に進化しており、現在のＣＳＲという仕組みにより財政規律の確立に
成功している。また、財政運営のルール化、歳出シーリングなど、パ
ブリック・マネジメントの分野で考えられている枠組みは、ほぼ取り
入れられたものである。 
 英国では、歳出削減のために 1993 年度から導入したコントロール･
トータル制度によって、政府支出の規模が継続して低下し、財政収支
の改善に成功した。しかし、この時点では、単に歳出の上限を設定す
るだけで、原則と目標を明確にする仕組み、各省庁の説明責任の仕組
みなどは確立されていなかった。現在の仕組みは、この弱点を克服し
たものになっており、前述の HM Treasury (2000a)が挙げていた財政
危機の４つの原因を、一応クリアしたものとなっている。実際、財務
省の担当者も、ＣＳＲとＰＳＡが同時に策定されることは、規律の面
で有効に作用していると述べている。 
 しかし、現在は経済が安定しているのでうまくいっている面が強く、
景気が後退した時にどのように作用するかは今後の状況を見なければ
判断できない。重要なことは、景気循環の分析の精度を高めること、
政治サイドが財政規律を確実に遵守することである。 

 
        ②業績マネジメント②業績マネジメント②業績マネジメント②業績マネジメント    

 エージェンシーの管理手法については、長官と責任大臣の説明責任
の線引きが若干不透明であることを除けば、非常にうまく行っている
という共通の見解が示されている（ＯＥＣＤ（1997a12））。その後の他
のＯＥＣＤ諸国の改革に少なからず影響を与えた取組みであった。た
だし、過度の効率化指向が行政内部と国民の双方で反発を生んできた
ことも確かである。また、一連の絶え間ない改革により「イニシアテ
ィブ疲労」を起こしているという指摘もある（同）。それでも英国は常
に新しい改革に取り組む姿勢を崩していない。現在のブレア政権は、
70 年代の「大きな政府と介入政策」、80 年代の「小さな政府と徹底し
た市場原理」とは違った「第三の道」を歩んでいる。一般的に「効率
性」と「有効性（サービスの質）」はトレード･オフの関係にあると認
識されており、各国共通の課題であるが、ブレア政権はこの課題に取
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り組むことを明確に打ち出している。効果がすぐには現れにくい取組
みであり、今後どのような発展を遂げるかはわからないが、こうして
次々と新しい改革にチャレンジする姿勢は評価できるであろう。 
 中央省庁の業績マネジメントとして導入されたＰＳＡ及びＳＤＡは、
現在のところ、試行錯誤の段階で、特に目標設定に関しては必ずしも
うまく行っているわけではない。ＲＡＢも始まったばかりで相当の混
乱があり、当初の目的であるフルコストで把握した予算と業績達成目
標とのリンクはしばらく難しそうである。今後さらに経験を積み、時
間をかけて、業績指標や測定方法を改善していく必要があろう。英国
の予算・財政・業績マネジメントはほぼ一体のものとして軌道に乗っ
たところであり、今後の発展が注目されるところである。 

 
 
 


