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Ⅸ．財政当局の新たな役割Ⅸ．財政当局の新たな役割Ⅸ．財政当局の新たな役割Ⅸ．財政当局の新たな役割    

 

  Ⅷ章では各国で進められてきたパブリック・マネジメントの改革を比較
したが、こうした改革に伴って財政当局の役割が変化している。以下では、
これまでの各国の経験を踏まえながら、財政当局の役割がどのように変化
し、またどのような役割が求められているのかを検証する。 

 

１．伝統的な予算・財政システムの限界１．伝統的な予算・財政システムの限界１．伝統的な予算・財政システムの限界１．伝統的な予算・財政システムの限界    

 

（１）財政当局への圧力（１）財政当局への圧力（１）財政当局への圧力（１）財政当局への圧力    

    

   ＯＥＣＤのほとんどの国で、1970 年代以降、財政赤字が拡大し、政府
の債務が増大している。1990 年代に入ると、いくつかの国では、政府債
務残高のＧＤＰに対する比率は 100％を超えるに至っている（表Ⅸ－１－
１）。こうした中で、各国の財政当局は、いかに財政赤字を削減するかに
追われてきた。しかも、増税という手段は政治的にも、国民的にも不人
気なものであることから、歳出削減への要請が一層強くなった。しかし、
歳出削減であっても、無駄な予算を削減すべきといった総論は賛成され
るが、各論となると政治的には困難が伴う。 

財政赤字の削減という差し迫った課題だけではなく、財政当局には
様々な圧力がかかり、財政を取り巻く環境は難しさを増している。例え
ば、歳出全体に占める社会保障関係の義務的経費の割合が高くなり、義
務的経費は一般に法律により給付水準等が定められることから、歳出そ
のものをコントロールすることが難しくなっている。更に、多くの国で
人口構造が高齢化しており、将来の歳出圧力が増している。また、地方
分権への要請が高まるとともに、国際化の進展により経済財政政策の舵
取りが難しくなっている。 

より根源的な問題として、民主主義の調整能力に対する疑問が高まっ
ている。古くはブキャナン＝ワグナーが、現代民主政治の下では、財政
支出の増加や減税は支持され易いのに対し、財政支出の削減や税負担の
増加につながる政策は支持されることは少ないと指摘したが、最近、こ
れらを更に発展させた財政赤字の政治経済学的な研究が進んでいる。
Poterba and von Hargen（1999）によれば、財政赤字は自己の利益を追求
する政治家の合理的な選択の結果であるというモデルに多くの合意が 
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　　表Ⅸ－１－１　主なＯＥＣＤ諸国の　　表Ⅸ－１－１　主なＯＥＣＤ諸国の　　表Ⅸ－１－１　主なＯＥＣＤ諸国の　　表Ⅸ－１－１　主なＯＥＣＤ諸国の
一般政府グロス債務残高対ＧＤＰ比の推移　　一般政府グロス債務残高対ＧＤＰ比の推移　　一般政府グロス債務残高対ＧＤＰ比の推移　　一般政府グロス債務残高対ＧＤＰ比の推移　　

（％）

1978年 1980年 1985年 1990年 1995年 1999年

英国 58.6 54.0 59.2 44.5 61.1 57.0

ＮＺ 44.1 45.0 62.4 61.4 48.2 35.5

豪州 22.8 21.4 22.9 22.6 42.9 26.1

カナダ 46.4 44.0 84.3 93.3 120.6 111.6

スウェーデン 34.5 44.3 64.4 42.7 76.9 63.5

オランダ 40.2 46.9 68.7 75.6 75.5 62.6

日本 41.9 51.2 63.8 61.5 76.2 105.3

米国 39.2 37.0 59.0 66.6 74.5 65.3

ドイツ 30.1 31.1 41.6 42.0 57.1 60.6

フランス 31 30.9 37.9 39.5 59.3 65.0

イタリア 62.4 58.1 81.9 103.7 123.1 116.6

オーストリア 33.9 37.3 48.8 56.9 69.1 65.2

ベルギー 69.7 78.2 118.5 124.9 129.8 115.9

デンマーク 21.9 44.7 74.9 65.8 73.9 55.1

フィンランド 11.6 14.1 18.9 14.3 57.2 46.6

ギリシャ 24.5 22.9 47.8 89.0 108.7 104.6

アイスランド - 25.2 32.7 36.7 60.1 44.1

アイルランド 64.6 72.7 99.5 92.4 80.0 50.1

韓国 - 16.0 68.7 75.6 75.5 62.6

ノルウェー 60 47.6 32.5 29.5 35.4 27.4

ポルトガル 33.1 32.8 58.0 65.2 64.2 55.9

スペイン 14.4 18.3 48.6 48.5 71.7 72.4

ＯＥＣＤ平均 40.3 40.2 58.4 61.0 73.6 73.0

（注）1.ＮＺは同国資料、豪州の1978･80･85年度はＩＭＦ、それ以外はＯＥＣＤによる。
　　　2.基準の変更等によりデータは必ずしも連続しない。
（出所）ＯＥＣＤ,"Economic Outlook 68,61,57"、
　　　　ＩＭＦ,"International Financial Statistics 2000"、
　　　　ＮＺ Debt Management Office,"Public Debt History of New Zealand" により作成
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られているという。具体的には、税は「共有資源」（common property 

resource）であり、政治家にとっては税負担の直接の痛みがなく真のコス
トを認識しないので、関心の高いプログラムやプロジェクトの推進を図
る。その結果財政赤字が拡大するわけである。 

こうした構造的な問題がある中で、1990 年代に入ると、英国等、今回
調査した国では、予算・財政のマネジメントが戦略的に見直され、財政
規律の構築に成功しつつある。これらの国では、経済状況が好転したと
いうことも背景にあるので、新しい仕組みが真に効果的なものであるか
は即断できないものの、財政赤字へのバイアスに対抗できる一定の枠組
みを作りあげたと言える。予算・財政のマネジメントがどのように見直
されたのかについては２．で整理するが、その前に、伝統的な予算・財
政のマネジメントがなぜうまく機能しなくなったのかをもう少し具体的
に説明しよう。 

 

（２）インプット・コントロールと増分主義の限界（２）インプット・コントロールと増分主義の限界（２）インプット・コントロールと増分主義の限界（２）インプット・コントロールと増分主義の限界    

    

ＯＥＣＤ（1997a9）は、財政当局の伝統的な２つの手段、すなわち歳
出項目を細分化して事前に統制するインプット・コントロールと増分に
よる資源配分という仕組みがもはや歳出総額を適切にコントロールする
には役立たなくなったとして、次のような理由を挙げている。 

 

  ① 従来は、歳出項目を細分化しこれを統制することにより歳出総額を
コントロールすることができた。それは歳出総額が小さかったからで
ある。しかし、歳出総額が非常に大きくなる一方で個別の歳出細目が
非常に小さいこと、歳出のより多くが細分化によるコントロールに服
さない義務的経費（entitlements）になったことから、歳出項目の細分
化によるインプット・コントロールは有効でなくなった。 

 

  ② 戦後、財政当局は、予算において追加的に支出可能な資源を配分す
ることによって、政府の優先順位付けに影響力を及ぼしてきた。追加
的な資源、すなわち増分（increments）は歳出総額に比べて比較的小さ
いが、政治家や支出省庁にとっては十分魅力あるお金であった。増分
を配分することによって、財政当局はどのプログラムを優先すべきな
のか、どのイニシアティブを選択するべきなのかを判断してきた。し
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かし、増分を配分するためには、配分すべき「増分」が必要である。
経済成長が鈍化したこと、義務的経費の占める割合が増大したこと、
政治家は増税に対して後ろ向きであること、から、いくつかの国にお
いて、増分はもはや存在しなくなり、従来のような資源配分ができな
くなった。 

 

   また、上記①とも関係するが、インプット・コントロールは、業績マ
ネジメントの基本的な哲学とも相容れなくなっている。Ⅷ１（１）（p.260

参照）で述べたように、ニュー・パブリック・マネジメントの考え方は、
組織やプログラムの責任者に権限を委譲するというものであり、そうし
なければ結果に対する責任を持てないというものである。行政を効率的
に運営し、国民の多様なニーズに応えていくためには、インプット・コ
ントロールは障害にさえなる可能性がある。インプット・コントロール
が強いほど、インプットの極大化を図る支出省庁の競争を促し、業績・
結果志向のマネジメントを妨げることになるからである。 

従来の仕組みが有効でないならば、財政当局は新たな環境に適した予
算・財政のマネジメントの仕組みを考えなければならない。（１）で述べ
たように財政当局に対し様々な圧力が増す中で、いかに歳出総額をコント
ロールし財政規律を構築すればよいのか、いかに戦略的な資源配分を行な
えばよいのか、いかに効率的に予算を執行すればよいのか。財政当局に課
せられた新たな役割を次に整理しよう。 

 

 

２．予算・財政システムの３つの役割２．予算・財政システムの３つの役割２．予算・財政システムの３つの役割２．予算・財政システムの３つの役割    

    

  ＯＥＣＤ（1997a9）によれば、あらゆる予算・財政システムには、次の
３つの基本的な役割がある。 

 

   歳出総額についての規律の維持（to maintain aggregate fiscal discipline） 

    →歳出総額を効果的にコントロールすることであり、効果的な予算
システムは、総額についての規律が働くものでなければならない。 
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   政府の優先順位に基づく資源の配分（to allocate resource in accord with 

government priorities） 

    →政府の政策目的に沿って、資源を優先順位の高い分野へシフトさ
せること、より生産性の高い機関へシフトさせること等、予算編
成における優先順位付けを行う能力を高める必要がある。 

 

   サービスの効率的な提供（To promote the efficient delivery of services） 

    →資源が必要となる財やサービスの生産コストを引き下げることが
必要である。 

 

  上記３つの表現はやや分かりにくいので、「歳出総額のコントロール」、
「戦略的な資源配分」、「効率的な政府サービスの提供」とし、この３つの
役割それぞれについて、従来のシステムの問題、各国の取組みについて整
理しよう。 

 

（１）歳出総額のコントロール（１）歳出総額のコントロール（１）歳出総額のコントロール（１）歳出総額のコントロール    

    

        ①従来の仕組みの問題点①従来の仕組みの問題点①従来の仕組みの問題点①従来の仕組みの問題点    

    歳出総額のコントロールは、あらゆる予算・財政システムの第一の
目的である。しかし、先に述べたように、1970 年代の石油ショック以
降、多くのＯＥＣＤ諸国で、財政赤字が拡大した。均衡予算主義や複
数年度予算といったツールも、歳出総額のコントロールには有効では
なかった。また、1980 年代後半、日本をはじめいくつかのＯＥＣＤ諸
国で財政状況の改善が進んだものの、90 年代に入るとこれを維持でき
なくなり、再び財政赤字が拡大した。これは、財政規律を維持し、歳
出総額を継続的にコントロールする強力なメカニズムが欠けていたか
らである。 

財政当局は財政規律を維持することに当然責任を有するわけだが、
政治家や支出省庁注１は自らの利害から歳出増を求め、時にはルールを
曲げ例外扱いを要求する。財政規律を維持するためには、財政当局は
こうした圧力に耐えられるほど強くなければならない。von Hargen ら

                                   
注１ 英国では、省庁の大臣を spending minister と呼ぶ場合があり、国民の財布を預かる財務大臣
（finance minister）とは、大臣としての役割が異なるものと位置付けられている。 
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の研究が示すように、財政規律を維持するためには、財務大臣の権限
の強さと政府の結合力（cohesion）が必要なのである。ただし、権限の
強さだけではなく注２、政府部内において財政規律を担保する強力なメ
カニズム、あるいはツールがないと、持続的な財政運営と効果的な予
算編成を行うことは難しい。 

Campos and Pradhan（1999）は、歳出総額をコントロールするために
は次の３つの仕組みが必要であるという。 

 

イ．マクロ経済政策と整合性ある中期の支出計画の枠組み、 

ロ．中心省庁（財政当局など）の相対的な権限の強さ 

ハ．支出増と赤字増に対する強制力のある制約・歯止め 

 

   更に、こうした仕組みを実効あらしめるために、政治家や官僚に対し
て説明責任と透明性を高めるための努力を促し、財政規律を守らない
場合にはコストを負担させるようなメカニズムが必要であるとして、
次の４つを提案している。 

 

   イ．歳出総額と財政赤字について、事前の予測と事後の結果を比較し、
その原因等を吟味し、調整（reconciliation）すること 

   ロ．歳出超過へのペナルティを課すこと 

   ハ．結果を公表すること 

   ニ．特別会計や特別基金などを含め、全ての歳出を一つの予算に統合す
ること注３ 

 

 

 

 

                                   
注２ 英国では、財政の第１の責任者は、The First Lord of Treasury である首相であり、第２の責
任者が The Chancellor of the Exchequer と言われる財務大臣である。英国では、伝統的に財務
大臣の権限が強く、スウェーデンなどが、財務大臣の権限や首相を中心とする閣議で意思決定す
る仕組みを学び、改革を行った。こうした英国でも、「包括的歳出見直し」（ＣＳＲ）という厳し
い歳出シーリングを設定する仕組みを導入することによって、歳出総額をコントロールしている。 

注３ Porteba and von Hargen（1999）は、財政赤字を削減すための１つの重要な鍵は予算・財政の透
明性にあるとして、多くの特別会計を有する予算は、全ての財政活動を１つの bottom line の指
標に統合して表すことができないので、透明性に欠くと指摘している。 
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  ②改革の方向②改革の方向②改革の方向②改革の方向    

    次に、具体的に、歳出総額をコントロールするためにどのような仕
組みが導入されたのか、調査対象６ヶ国の事例を見ながらその基本的
な共通点を整理しよう。 

 

   イ．財政運営につイ．財政運営につイ．財政運営につイ．財政運営についての説明責任の強化、透明性の向上いての説明責任の強化、透明性の向上いての説明責任の強化、透明性の向上いての説明責任の強化、透明性の向上    

     ＮＺの財政責任法、英国の財政安定化規律、豪州の予算公正憲章
法が典型例であり、これらは、過去の財政政策が短期的な観点から
行われ財政赤字を拡大させる結果になったことを反省し、法律は、
政府が守るべき財政運営の原則を明示する。更に、政府に対し、こ
の原則に基づいて具体的な財政運営の目標や方針（例えば債務をＧ
ＤＰの○％以下にするなど）を示すこと、この目標・方針に沿って
財政運営が適切に行われているかをチェックすることを求めている。
具体的には、政府予算提出前に予算編成の方針や経済見通しを明ら
かにし、政府予算提出時には予算の内容が基本的な方針と整合的で
あるかを検証し、事後には財政運営の結果を分析する。こられに関
して様々な報告書の作成を義務付け、説明責任の強化や透明性の向
上を図るものである。 

 

   ロ．複数年度予算による中期的な財政運営ロ．複数年度予算による中期的な財政運営ロ．複数年度予算による中期的な財政運営ロ．複数年度予算による中期的な財政運営    

     景気循環において財政収支のバランスを図る等、中期的な観点か
ら安定的な財政運営を行うため、３年から４年程度の複数年度予算
システムを導入する。複数年度予算というのは、複数年度にわたっ
て議会で議決を経ることを必ずしも意味するものではなく、むしろ
将来の予算額はあくまでも政府の見積りである。しかし、過去に導
入された複数年度予算の失敗に鑑み、経済の前提などを慎重に見積
るとともに、歳出額についても、総額に加えて主要経費別・省庁別
の上限額を厳しく設定する。英国、スウェーデン、オランダのよう
に、将来の歳出額を実質的にバインドするやり方と、ＮＺ、豪州、
カナダのように、将来の歳出額はベースラインとして一定の拘束力
はあるものの、毎年の予算編成時において経済見通し等を踏まえて
改訂するやり方がある（毎年改訂する場合は、歳出の増加圧力が生
じやすいで、次に述べるように、支出省庁に pay as you go原則を課
す、閣内でトップダウンにより歳出の優先順位を決める、といった
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仕組みを導入し、財政規律の維持を図っている）。 

また、財政当局には、毎年の予算編成時において、過去に見積も
った歳出歳入と正式な予算における歳出歳入、あるいは決算額との
比較を求められているなど、結果の検証を通じて財政運営について
の説明責任を果すことが求められている。 

 

   ハ．トップダウンによる歳出シーリングとハ．トップダウンによる歳出シーリングとハ．トップダウンによる歳出シーリングとハ．トップダウンによる歳出シーリングと pay as you gopay as you gopay as you gopay as you go 原則の貫徹原則の貫徹原則の貫徹原則の貫徹    
     ロ．を具体的に担保するツールがトップダウンによる歳出シーリ

ングの設定である（特に、英国、スウェーデン、オランダ）。歳出総
額は補正予算を提出しても変更しないという原則の下、歳出総額を
変更しない限りにおいて、pay as you go原則により資金の優先的な配
分を行っている。総額については厳しい規律を維持する一方、その
配分においては弾力性を確保している。そして、いずれの国におい
ても、重要な資源配分や優先順位付けは、財務大臣が総理と相談し
て決める、あるいは閣議で総理・財務大臣の主導の下で決める、と
いったように権限を集中して財政規律を担保している。 

 

   ニ．ニ．ニ．ニ．LLLLineineineine----itemitemitemitem 予算から予算から予算から予算から GlobalGlobalGlobalGlobal 予算への転換予算への転換予算への転換予算への転換    
     更に、イ～ハの仕組みに適合するよう、歳出予算の構造も変わっ

てきている。スウェーデン等の国においては、歳出総額のコントロ
ールを補強するためその sub-total（主要経費別又は省庁別）にも上
限を設定する。１．で歳出項目を細分化する予算の問題点について
触れたが、Line-item 予算では、省庁が必要な予算を積み上げて要求
するので、総額を効果的にコントロールできないとの反省に立ち、
省庁別に経常経費の総額や主要経費別の総額を先に決めてしまう注４。 

 

    このように、毎年の予算は中期的な財政運営の中で編成されるよう
になっており、財政当局の仕事も、マクロ経済の観点の分析や検討、
例えば、循環的な財政赤字と構造的な財政赤字の区別、歳出・歳入の
ベースラインの推計、政策変更が歳入と歳出に与えるインパクトの分
析、事前の予測と結果の比較などに重点が移っている。実際、英国や

                                   
注４ スウェーデン、オランダなどでは、義務的経費についても、その全体にあるいは特定の分野や
プログラム毎に、総額のキャップ（上限額）をはめて、財政規律を維持している。そのためには
政治的な強い支持が必要であることはいうまでもない。 
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スウェーデンなどでは、予算局の中でマクロ経済を担当する部門の人
員増を図っている。 

 

（２）戦略的な資源配分（２）戦略的な資源配分（２）戦略的な資源配分（２）戦略的な資源配分    

 

  ①従来の仕組みの問題点①従来の仕組みの問題点①従来の仕組みの問題点①従来の仕組みの問題点    

    トップダウンによる歳出シーリングなどを導入し、歳出総額をコン
トロールすることができても、その枠の中で、政府全体の政策の優先
順位に基づき、資源の再配分を効果的に行うことができなければ、逆
に歳出構造を固定化してしまう危険性が高い。 

伝統的な予算の仕組みを単純化して考える。省庁は自ら必要な予算
を財政当局に要求するが、一般にその要求総額は入手可能な資源量、
すなわち税収を超えるので、財政当局がこれを査定し、優先順位に沿
って予算を配分する。財政当局がこうした役割を担うのは、特定の分
野の利害にとらわれる省庁よりは、政府全体の戦略的な利害やプログ
ラムの優先順位を客観的かつ総合的に判断することができると考えら
れているからである。しかし、ＯＥＣＤ（1997a9）は、先にも述べた
ように、従来の増分主義による予算配分では効果的に資源を再配分す
ることが難しくなっているとして次のように問題点を指摘する。 

 

「従来の増分による資源配分は、分野や省庁間で配分に多少の差が
あっても、多くの分野で予算がそれなりに確保することができたの
で、政府部内の利害対立は比較的小さかった。配分の増分率によっ
て、優先順位付けが可能であった。この増分のプロセスの中心に財
政当局がいたわけである。過去はこうした増分による配分はうまく
いったが、希少な公的資源を配分するには適切な方法ではない。増
分による資源配分は、配分の効率性を弱め、公的部門の規模を徐々
に拡大させることにつながる。また、それは、個別予算を積み上げ
る仕組みであり、結果として歳出総額のコントロールを弱める。歳
出総額は、認められた個別の要求額の合計であり、要求額とは独立
に決められるわけではないからである。支出省庁は、様々プログラ
ムの提案を行い、必要な予算の要求を行うが、一般に、それは一定
の枠の中でプログラムの比較考量を行うというものではない。」 
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    こうした増分主義の弊害に対しては、財政当局がもっと資源の再分
配を行えるよう、その権限を強化すべきというのが一つの解決策かも
しれないが、ＯＥＣＤ（1997a9）は、次の理由からこれも結局うまく
いかないと指摘している。 

 

    「資源の配分を受けられなくなる恐れが生じると、省庁は、トレー
ド・オフによるプログラムの選択に抵抗する。省庁は、トレード・
オフの合理的な選択に必要な情報を出し惜しみし、彼らの予算を守
るため同様の立場である省庁と協調を図り、影響を受ける利益団体
を動員する。過去の経験からいえば、財政当局はこうした再分配を
巡る戦いに勝つことはできない。かくして従来と変わらない予算が
出来上がるのである。」 

  

    これは、基本的には、財政当局と省庁の間における情報の非対称性
の問題である。財政当局は、省庁のプログラムに関して十分な情報が
なく、また政治的な支援も少ない。他方、省庁は、自らのプログラム
を誰よりも熟知しており、何が重要で何が不要なのかといった情報を
有している。したがって、財政当局は、プログラムに関する情報は省
庁に頼らざるを得ないのである。財政当局が、自ら政策評価を行いプ
ログラムに関する情報を入手することも一部では可能かもしれないが、
一般的に行うことはできない。 

 

  ②改革の方向②改革の方向②改革の方向②改革の方向    

    財政規律を維持し、政府全体の政策の優先順位付けを実現する一方
で、資源配分のプロセスにおいて省庁にも一定の権限を与え、省庁に
責任をもってプログラムのスクラップ・アンド・ビルドをさせるため
にはどうしたらよいか。これは、（１）の歳出総額のコントロールや（３）
の効率的な政府サービスの提供を比べると、難しい課題である。資源
配分は政治的な意思決定のプロセスそのものであり、これを見直すこ
とは容易ではないからである。 

    改革の１つの方向は、首相又は財務大臣を中心とする閣議、あるい
は、英国、豪州、ＮＺのような閣僚を構成員とする委員会において、
トップダウンで重要な意思決定を行う仕組み（cabinet discipline）であ
る。英国、スウェーデンなどでは、財政当局が作成する予算の原案は、



 301

支出大臣とは事前に相談せず閣議に提出しており、open-ended な調整
を制度的に排除している。 

    もう１つの方向は、プログラムのスクラップ・アンド・ビルドある
いは資源配分のトレード・オフを省庁に主体的に（ボトムアップ）考
えさせる仕組みである。豪州では、省庁が歳出増を伴う新規施策を提
案する場合には、既存施策のスクラップが求められ、新規施策及び廃
止策を合わせて閣議で検討し、決定する仕組みとなっている。つまり、
資源の再分配は、まず、情報を一番有している省庁に対してスクラッ
プ・アンド・ビルドを考えさせ、重要な政策変更は、最終的には、閣
議で意思決定を行うわけである（カナダも基本的にこのような仕組み）。 
 スウェーデンは、トップダウンで決める意思決定のレベルとボトム
アップで決めるレベルを明確に分けており、わかりやすい仕組みを構
築している。スウェーデンでは、まず、トップダウンで、歳出総額及
び 27の歳出分野の上限額を閣議で決めてしまうが、その後、歳出分野
の上限額を個別の議決予算に配分する作業は、基本的に省庁に任され
ており、省庁の判断で、資源の再配分を行うことができる仕組みにな
っている。ただし、財政当局が注意深くその内容をモニターするとと
もに、省庁には、資源の有効に活用されたか、目標を達成できたのか、
といった観点からの説明責任の遂行が義務付けられている。 

    また、省庁、エージェンシーの運営費については、スウェーデン、
豪州、カナダ、ＮＺ注５では、組織毎に一括型予算となっており、予算
を枠内で、人件費、旅費、設備費、物件費等にどう使うかは、省庁に
任されている（次でも取り上げる）。 

    以上、改革の大きな流れを概括すると、財政当局は、歳出の細目を
検討し査定するという伝統的な業務のウェイトを減らしており、こう
した業務は、財政当局が定める一定のガイドラインの下で、省庁の裁
量に任せる傾向にある。他方、財政当局は、政府全体の見地から資源
の再配分を行うため、閣議の意思決定を支援する役割を担っている。
あるいはこうした再配分を財務大臣が積極的にリードする。具体的に
は、スクラップ・アンド・ビルドや閣議で予算の意志決定を行うシス
テムのマネジメント、政策変更が予算総額、財政に与える影響の分析、

                                   
注５ 組織毎の運営費一括予算ではないが、アウトプット予算なので、類似のアウトプットを生み出
す政府活動である限り、インプットの使用には制限がなく、実質的に運営費一括型予算となって
いる。 
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新たなプログラムの効果や経済社会全体に与える影響について大臣に
助言することなどを行っている。 

スウェーデンでは、下位レベルの資源配分の意思決定はかなり省庁に
委譲され、財政当局は細かい査定を行っていないが、他方で、歳出規模
の大きい移転支出については、自らモデルを作成し、政策変更の影響の
分析や制度改革の検討を行っている。ＮＺの財務省は、その３つの役割
として、持続的成長のための経済財政運営、予算財務のマネジメントに
加えて、経済や財政に影響を与える他の省庁の政策、提案の評価分析を
挙げている。 

    各国では、資源配分の優先順位について、閣議を中心とした政治的
なリーダーシップにより、戦略的な意思決定を行う仕組みを作ろうと
しているが、毎年あるいは複数年度予算編成時に、全ての予算をゼロ
から見直しているわけではなく、経常運営費などは一定の増分（ある
いは減分）を認めつつ、政府としてより重要な政策についての優先順
位付けや選択などに集中して意思決定を行っていることに留意する必
要がある。 

 

（３）効率的な政府サービスの提供（３）効率的な政府サービスの提供（３）効率的な政府サービスの提供（３）効率的な政府サービスの提供    

 

   ＯＥＣＤ（1997a9）は、財政状況が悪化したときに、資源を節約する
ための手段として、２つのアプローチがあるという。１つは、歳出項目
の一つ一つをコントロールし、省庁に対して、給与費、物件費、他の運
営費などへの支出を制限させる方法である。もう１つは、省庁に一定の
枠の中で運営費に関する裁量を与える方法である。そして、従来は、財
政当局は、特に予算の執行時に、省庁が運営費をどのように使うのかに
ついて積極的に関与していたが、多くの国で、運営費の縮小に伴って、
財政当局は従来のインプット・コントロールを弱め、運営上の効率性を
追求するようになったという。 

こうした分権化は、予算制約が背景にあるだけでなく、これまで分析
した業績マネジメントの考え方とも一致する。業績マネジメントを財務
面で支援するのが、多くの国で導入されている、複数年度予算の枠の中
で、予算の繰越や前借、あるいは流用などの財務管理の弾力化である。
また、ＮＺやスウェーデンでは、省庁の予算は利子付の銀行勘定に振り
込まれ、節約すれば利子を得ることができ、予定以上に予算を使えば利
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子を払わなければならないといった仕組みを導入し、効率的な財務管理
を省庁に行わせている。 

   財政当局は、予算執行の裁量は一定の枠の中で基本的に省庁に任せる
一方で、省庁に説明責任を遂行させるための仕組みづくりとその運営に
力を入れるようになった。各国の改革を具体的に眺めると、会計システ
ムや報告書体系の抜本的な見直し、達成すべき業績を明確化しこれをモ
ニターするツールとしての契約システム、業績給与システム、予算関係
書類や議決予算の体系などの見直し、といったことが行なわれている。 

   しかし、ＯＥＣＤ（1997a12）が示しているように、インプット・コン
トロールを緩和するといったプロセスの見直しは容易であるが、省庁あ
るいは現場の責任者に、結果志向のマネジメントを根付かせ、結果に対
する説明責任を負わせるようにするには時間がかかる。 

    

    

３．財政当局の役割の再構築３．財政当局の役割の再構築３．財政当局の役割の再構築３．財政当局の役割の再構築    

 

  パブリック・マネジメントの改革は一朝一夕で可能となるものではない。
ある時点で有効な仕組みでも時がたてば有効でなくなる。従って、各国と
も改革への努力を続けている。どこの国でも、こうした改革の中心にいる
のが財政当局である。ＮＺなどのように、財務省以外にも、首相府や行政
のマネジメントを担う機関が中心省庁として、財務省と協力して改革を進
めている場合があるが、いずれにせよ、財政当局が中心的な役割を担って
いることには変わりがない。それは、政府活動の基盤は予算にあるので、
ニュー・パブリック・マネジメントといっても、結局、予算・財政のマネ
ジメントが変わらなければ実質的な効果を上げることはできないからであ
る。 

  １．及び２．において、財政当局に求められている役割がどう変化して
きたかを述べてきたが、最後に、財政当局の役割を総括しよう。予算・財
政のマネジメントに関して、従来の伝統的モデルは、高度成長を前提とし
たものであり、そこでは、インプット・コントロール及び増分による資源
配分の仕組みが有効であった。しかし、各国とも経済成長が鈍化し、税収
増が期待できない状況になり、新たな枠組み、すなわちＮＰＭモデルが登
場したわけである。歳出総額を個別予算の積み上げで決めるのではなく、
入手可能な資源（税収）を前提としてトップダウンで先に決めてしまうと
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いった仕組みは、まさに「入るを量りて出ずるを為す」ものである。もち
ろん、今回調査した国においてもまだパブリック・マネジメントの改革は
途上にあるが、Ⅷ章で見てきたように基本的な方向は収斂しつつある。予
算・財政のマネジメントを中心に、伝統的モデルとＮＰＭモデルを単純化
して整理すると、図Ⅸ－３－１のようになる。まさに予算・財政のイノベ
ーションが進んでいる。 

  こうした改革に伴って、財政当局の役割が再構築されつつある。ＯＥＣ
Ｄ（1997a9）は、財政当局に求められる重点課題として、より戦略的で政
策的な課題への対応（larger strategic and policy issue）、歳出総額のコントロ
ール（the control of total expenditure）、プログラムのイノベーション
（programme innovation）を上げ、財政当局の役割が、インプットのコント
ロールからマネジメントの改革を推進するリーダーに変わっていくべきだ
と提案する。英国等今回調査した国の財政当局は、こうした方向に進んで
いるといえる。 

更に、ＯＥＣＤ（1997a12）は、予算あるいは財政当局は、次の２つの方
向に進んでいくという。 

 

 （１）budgeting は、会計や監査、コスト及びアウトプットの計測、情報シ
ステム、その他のマネジメント上の仕組みと密接にリンクすることに
よって、financial managementに統合されていく。 

 

 （２）財政当局は、政府の政策立案を検討する中心的な機関となるととも
に、プログラムの開発（programme development）及び戦略的な検討
（strategic thinking）の最前線に位置するようになる。 

 

  以上を踏まえ、財政当局の新たな役割を整理すると、図Ⅸ－３－２のよ
うになる。しかし、財政当局の役割の再構築には時間がかかる。ＮＺやス
ウェーデンは、経済危機が差し迫っていたこともあり、比較的短い時間で
改革を進めたが、英国や豪州は、様々な改革を含めて考えると実に 10年を
超える時間を要している。特に、英国は、財務大臣の権限が強く、von Hargen

らの研究でも財政規律が高い国として評価され、スウェーデンなどでは改
革のお手本として取り上げられる国であるが、改革には時間を要している。
その原因の一つとしては、ニュー・パブリック・マネジメントは分権化が
重要な柱であるが、英国財務省が権限の分散化に抵抗したことが挙げられ
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る。ただし、英国は、財務大臣の権限が強いので、一度改革の方向が定め
られれば、その実行は極めて早い。最近ではブラウン大臣のリーダーシッ
プの下、矢継ぎ早に諸改革が進行中である。英国の HM Treasuryは、ブラ
ンウン大臣になってから、予算を担当する部局の名前を、「予算局」から「公
共サービス局」に変えたが、これは業務の重点を、個別予算の査定から公
的サービスを効率的に供給するためのマネジメントへ移す流れであると考
えられる。 

  ２．で予算・財政システムの三つの役割について改革の具体的な方向を
述べたが、一番目の「歳出総額のコントロール」及び三番目の「効率的な
政府サービスの提供」は難易度が比較的低いと考えられるが、一番難しい
のが「戦略的な資源配分」である。技術的な問題に加えて、資源の配分プ
ロセスは政治そのものであり、政治の仕組みは各国様々で、それぞれ固有
の政治的な意思決定の仕組みがあるからである。この仕組みを変えること
は容易ではない。一挙に改革を進めることは困難であり、まずは、「歳出総
額のコントロール」を第１に考えるなど、そのアプローチを十分考えて、
実行可能な仕組みを考えていかなければならない。 
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図Ⅸ－３－１図Ⅸ－３－１図Ⅸ－３－１図Ⅸ－３－１    予算・財政のマネジメントの新たなモデル予算・財政のマネジメントの新たなモデル予算・財政のマネジメントの新たなモデル予算・財政のマネジメントの新たなモデル    

 

伝統的モデル伝統的モデル伝統的モデル伝統的モデル                                                                                    ＮＰＭモデルＮＰＭモデルＮＰＭモデルＮＰＭモデル    
                                

 

１．財政運営 

 ①裁量的な財政運営 

 ②単年度で収支バランス（短期的） 

 ③楽観的な経済見通し 

 ④情報の非公開 

 

２．予算編成 

 ①単年度予算 

 ②積上げ（ボトムアップ） 

 ③横並びの増分・減分主義（一律カット） 

 

 ④Line-item（項目）予算 

 ⑤強いインプット・コントロール 

 

 ⑥財務大臣は他の大臣と「並列的」 

 

 

３．財務・会計 

 ①現金主義会計 

 ②予算執行の弾力性乏しい 

 ③現金管理の監査 

 

     

１．財政運営 

 ①ルールに基づく財政運営 

 ②景気循環で収支バランス（中長期的） 

 ③慎重な経済見通し 

 ④説明責任の強化、透明性の向上 

 

２．予算編成 

 ①複数年度予算（３~４年） 

 ②シーリング（トップダウン） 

 ③シーリングの枠内で優先順位付け（pay as 

you go原則） 

 ④Global（一括）予算 

 ⑤アウトプット・アウトカム志向（インプッ
トの権限は省庁等に委譲） 

 ⑥「階層的」（予算は総理と財務大臣を中心
とする閣議で決定） 

 

３．財務・会計 

 ①発生主義会計 

 ②予算執行の弾力性高い 

 ③政策評価、モニタリング 
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図Ⅸ－３－２　財　政　当　局　の　新　た　な　役　割図Ⅸ－３－２　財　政　当　局　の　新　た　な　役　割図Ⅸ－３－２　財　政　当　局　の　新　た　な　役　割図Ⅸ－３－２　財　政　当　局　の　新　た　な　役　割

単年度の詳細な査定単年度の詳細な査定単年度の詳細な査定単年度の詳細な査定
（インプット・コントロール）（インプット・コントロール）（インプット・コントロール）（インプット・コントロール）

 中長期的な財政運営を前提と 中長期的な財政運営を前提と 中長期的な財政運営を前提と 中長期的な財政運営を前提と
 した歳出総額のマクロ的コン した歳出総額のマクロ的コン した歳出総額のマクロ的コン した歳出総額のマクロ的コン
 トロール トロール トロール トロール

 説明責任と透明性向上のため 説明責任と透明性向上のため 説明責任と透明性向上のため 説明責任と透明性向上のため
 の 財務・会計のマネジメント の 財務・会計のマネジメント の 財務・会計のマネジメント の 財務・会計のマネジメント

より戦略的な観点、Value forより戦略的な観点、Value forより戦略的な観点、Value forより戦略的な観点、Value for
moneyの観点からの重要な政策moneyの観点からの重要な政策moneyの観点からの重要な政策moneyの観点からの重要な政策
やプログラムの分析・検討やプログラムの分析・検討やプログラムの分析・検討やプログラムの分析・検討
（内閣への政策提言）（内閣への政策提言）（内閣への政策提言）（内閣への政策提言）
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