
今回は、政治を支える行政府について見ていくこと
とする。政治学者の中野実氏によれば、我が国の行政
府は、かつて行政府が最も強いとされるフランスに近
い形で政治を支えていた＊1。それが、今世紀に入るこ
ろから政治主導の下にある英国を参考とした改革が行
われて今日に至っている。

1英国首相のリーダーシップを支える 
行政府

筆者は、内閣府で官房長、事務次官を務めたが、英
国の内閣府は、2001年の中央省庁改革で、内閣府が
設置された際に参考とした組織である。英国の公務員
は、我が国のような「全体の奉仕者」（日本国憲法15
条）ではなく、「時の政権への奉仕者」とされる＊2。そ
れが、英国の政治主導の基本にある考え方である。た
だ、ここで注意しなければならないのは、「時の政権」
は変わり得るということである＊3。そこから出てくるの
が、「時の政権」へのけん制機能である。選挙に勝った
政治家に黙って従うという姿勢は許されないとされ、そ
れは「権力への直言」Truth to Power）と言われてい
る＊4。政権に都合が悪いことでも言わなければならな
い。そして、それを担保するために大臣には人事権が
なく、人事は日本でいえば事務の官房副長官と各省庁
事務次官によって行われている＊5。

＊1） 「日本の政治力学」中野実、NHKブックス、1993
＊2） 「英国大蔵省から見た日本」木原誠二、文春新書、2002。「役所は、時の政府の資源（Resource）であり、選挙に勝った政府だけが、この資源を使用

することができる」とされている。
＊3） 英国では伝統的に「女王陛下の奉仕者（Her Majesty’s Civil Service）」と表記している（「政治主導下の官僚の中立性」嶋田博子、2020、p178）
＊4） 嶋田（2020）p179。
＊5） それは、政治は「政策協同するからこそ、人事権の行使を控える」という発想に基づいているとされている（嶋田（2020）p180,198-99、227）
＊6） 平成22年4月28日、衆議院内閣委員会公聴会、稲継裕昭参考人
＊7） 嶋田（2020）p225、p227-229
＊8） 嶋田（2020）p228
＊9） 人事当局主導の人事がないのは、欧米諸国の官庁に共通している（嶋田（2020）p188）。それは、欧米の民間企業にも共通したもので、日本のよう

な終身雇用制がなく人事は現場の判断が主体という人事慣行を背景としている。人事当局の役割は、「人事」という専門職のプロによる、現場からの公
募内容のチェック、内外からの応募者の経歴審査といったものに限られている。

＊10） 嶋田（2020）p243。「どんな専門性やスキルが必要か」をいかに細かく明記したとしても、自由市場ではその通りの人材が適時に得られる保証はな
いとも言われる（同p246）。

英国は、我が国の公務員Ⅰ種試験と同様の上級職試
験の仕組み（Fast Stream）を持っており、2018年の
採用は、約1400名であった。英国の公務員に求めら
れるのは、主が変わってもそれまでと同じ専門性を
持って政策立案が出来る人材である＊6。上級職合格者
は5年前後で課長補佐レベルまで昇進する。それ以降
は、一般採用の課長補佐クラスと区別なく、各省庁横
断的に空きポストがある毎に本人が応募して任用が行
われている＊7。定期異動の慣行はなく、自分が希望し
ないポストに突然移動させられるようなことはない。
ほとんどの職員は、後述のフランスの官僚団を参考に
したグループに入っており、そのグループに属するポ
ストに応募することが基本である。近年は、民間から
の登用も多く行われるようになっているが、政策立案
にかかわる業務は基本的に内部登用が多い＊8。我が国
のような人事当局主導の人事が存在せず＊9、省庁の
ニーズと無関係に各人がキャリア形成を行っている結
果、特定分野の深い経験・専門性を持つ行政官を見つ
けることが難しくなっている、職場での計画的な配置
に支障が生じているといった問題が指摘されてい
る＊10。他方で、例えば、経済分野では、政府エコノミ
ストは省庁横断的な政府経済サービス（Government 
Economic Service）という集団を形成しており、分
析スキルの質を担保する上で大きな役割を果たしてい
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るともされている＊11。各省庁横断的な異動（任用）が
行われる結果、ある省庁の次官になるのは、他省庁に
入省した者というケースも珍しくない。2002年12月
現在では、17府省ある中で、大蔵省入省者が次官を
務めるのが内閣官房、大蔵省、運輸省の3省、国防省
の入省者が次官を務めるのが内閣府、国防省、雇用年
金省の3省であった。次官は3年程度務めるのが一般
的だが、一人の公務員が複数の省の事務次官を務める
場合も見られ、長年務める事務次官の給与は首相の給
与に匹敵するほどになるとのことである。なお、英国
の行政官には、独仏と異なり、行政官のままで議員に
立候補することは許されていない。

英国の役人は、時の政権への奉仕者であるが、与党
への奉仕者ではない。説明責任を負うのは大臣に対し
てであり、大臣や副大臣が与野党に対して説明責任を
負っている＊12。与党議員であっても政権に入っていな
い限り公務員に影響力を行使することは出来ない。英
国の公務員法は、与野党を問わず公務員と国会議員と
の物理的な接触を禁止している。与野党議員ともに、
個別に公務員から政策についてのレクチャーを受けた
り、陳情を取り次いだりといったことは行なわれてお
らず、政府（通常、大臣宛て）に対して行えるのは口
頭や書面での議会質問だけである＊13。

英国の「権力への直言」にも、最近のポピュリズム
の影響を受けてのことか、問題が指摘されるように
なってきている＊14。2009年の行政特別委員会報告書
では、大臣が自身の存在を示すことに汲汲となって、
役人が振り回されて長期的視点の政策作りや通常の業
務に支障をきたしているとの指摘が、2017年の行政
憲法問題委員会報告書では、大臣が公務員を公の場で
批判しがちになり、公務からは情報が漏れやすくなっ
ているといった指摘が行われている。報道では、上級

＊11） 「英国におけるエビデンスに基づく政策形成と日本への示唆―エビデンスの「需要」と「供給」に着目した分析―」内山融・小林庸平・田口壮輔・小
池孝英、2018、p35

＊12） 与党議員との意思疎通も、閣僚の仕事である。労働党は、議会開会中、毎週水曜日に閣僚からの報告、一般議員との意見交換の会議を開催している。
議会で議論を行うのは議員だけとされており、公務員が議会に呼ばれることもあるが、それは、一般の証人としてである。英国では、米国のように議
員以外の民間人が閣僚や補佐官になることは、議会制民主主義にそぐわないとされており、ブレア首相が民間人の政務補佐官を多用したことには、
「ダウニング街（首相官邸）のホワイトハウス化」だとして強く批判された。

＊13） 通常の会期の場合、1年間に口頭質問が5千件程度、書面質問が4万件程度出される。質問のうち1％程度は答弁作成に不釣合いな費用（平均限界費
用の8倍を超える場合）がかかるとして答弁拒否されている。

＊14） 以下の記述は、嶋田（2020）p232-255によっている。
＊15） 1945年10月9日付政令。
＊16） 「フランス式エリート育成法―ENA留学記」八幡和郎、中公新書、1984
＊17） シラク大統領、ジスカール・デスタン大統領、社会党のジョスパン党首、トリシェ・フランス銀行総裁・欧州中央銀行総裁、セリエールMEDEF（日

本の経済団体連合会に相当）会長の他、エール・フランス、ルノー、BNPパリバなど主要企業の首脳もENA出身者だった。
＊18） 嶋田（2020）p176

公務員が自らのキャリアへの影響を恐れて大臣による
過度な支出の指摘などを避ける傾向があるともされて
いる。そのような中、2016年に改訂された大臣規範
には、公務員との関係として「接する全員を思いやり
と尊敬をもって扱わなければならない」との記述が加
えられた。2018年の行政憲法問題委員会報告書には、
大臣は「行政官からの教示に頼っていることもよく認
識して、良い関係をつくれる雰囲気作りが大事」だと
記述されている。

2フランスのリーダーシップを支える 
行政府

フランスは、デモクラシーでなくエナルシーの国だ
と言われてきた。政治家や高級官僚などのエリートを
育成するENA（国立行政学院）は、1945年、ナチ
ス・ドイツからフランスを解放した臨時政府のドゴー
ル首相によって設立されたものであるが、その設立の
直接の目的は、国益を守る指導層を育てることとされ
た＊15。その背景には、エリートを育てることによって、
フランスを一等国にしていくとの国民的なコンセンサ
スが存在していると言われている＊16。

ENA出身者は絶対君主（モナルク）をもじってエ
ナルクと呼ばれる。保守系、左翼系の政治家だけでな
く、経済界首脳の多くもENA出身者である＊17。経済
界にまでENA出身者が多い背景には、民間企業にも

「公益」に貢献するものがあるとされていることがあ
る＊18。ENA卒業生は閣僚等の政治家にならない場合に
も各省庁の大臣官房（キャビネ）等にポリティカル・
アポインティーとして入り、政治を支えている。毎年
約100名弱（うち約3分の1が女性）のENA卒業生
は、卒業時の成績順に本人の希望するポストに就職す
る。特に優秀な者は、財務監察団、国務院、会計検査
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院などに就職し、官僚団＊19の中でも特にグラン・コー
ル（大官僚団）＊20と呼ばれる官僚団に属することにな
る。また、これに該当しない者でも、就職するポスト
は、中央官庁の中間管理職や県の副知事（採用レベル
の下の人が到達する最高官職よりも高い官職）で、そ
の際、官庁側に拒否権はない。一度は他省庁への出向
が義務づけられているが、その後の異動のサイクルは
通常2－3年ごとで、大臣が異動した場合の大臣官房
への異動、民間に転出した人の後任補充といった形で
散発的に行われている＊21。

フランスでは、公務員が行政官のまま議員に立候補
することが認められている。一度、職種別の官僚団に
採用されると、政治家になっても最初に採用された官
僚団への復帰が保障されるシステム（de’tachement独
特の出向制度）が行われている。出向期間中も年次相
応の昇進や昇格がなされ＊22、選挙で落選すれば相応の
ポストに戻ることになる。それは、英国の行政官が時
の政権への奉仕者だとすれば、フランスの行政官は自
らの選択で時の野党への奉仕者にもなるというシステ
ムである＊23。栗原毅氏（「ベルシーの研究―仏大蔵官
僚の横顔」）によれば、政策の技術性を必要としてい
る政治家と、政策の政治的正当性を必要としている官
僚の補完関係が形成され、「政高官高」が演出されて
いるのである。少し古くなるが、1988年に出版され
た「ある権力マシーン：国庫局（Une machine de 
pouvoir, La Direction du Tre’sor：Yves Mamou,La 
De’couverte、1988）」によると「国庫官僚は（中略）
文句の多い人々である。仮に、大臣が進めた方策が彼
らの気に入らないと、それをあからさまに知らしめ
る。『あなたは誤っています』と大臣に言い、大臣に
逆らう事が反逆罪にならないのが国庫局の特権の一つ
である。（中略）この論争はけして政治的な反論の名

＊19） 官僚団は、A（大学入学資格であるバカロレア取得後に高度の教育を受けている）、B（バカロレア取得者）、C（その他）とに大きく分けられる。か
つては900程度の官僚団が存在していたが、フランス政府は2005年以降その統合・廃止に取り組み、2018年時点では299となっている。

＊20） グラン・コール（大官僚団）は、法的に位置づけられたものではないが、行政系の財務監察団官僚団、国務院官僚団、会計検査院官僚団等のほかに、
技術系の鉱業技術者官僚団、橋梁水森林技術者官僚団等がこれに当たるとされている。

＊21） 2016年以降、本省局長ポストの任用については、外部専門家等を含む聴取委員会の制度が設けられている（嶋田（2020）p177）。
＊22） 例えば、ミッテラン政権で、首相・農業大臣を務めたロカールは、ENA卒業後財務監察官となったが、1958年には統一社会党の創立に参加し、

1968年の選挙を指揮したあと1969年の大統領選挙に立候補（落選）、同年代議士に当選したが、次の選挙で落選すると財務監察団に復職し1978
年の選挙で返り咲くまで勤めていた。

＊23） それは、関西大学の橋本信之教授によれば、「公務員の国家への一体性と忠誠が、一般利益を代表するものとして、特殊利益の代表である政党を超え
るとの志向を生んだ」ものとされている（嶋田（2020）p175）。

＊24） 対外的に上司の能力を批判をするなどのことは、「慎重義務」に反するとして、判例上、認められていない（嶋田（2020）p176）。
＊25） 我が国では普通に行われる局間異動も、出向又は転籍を除いては基本的に行われていない。
＊26） 例えば、予算担当部局は、1995年5月には経済財政省、同9月には経済財政計画省、1996年11月には経済財政省に戻って、1997年6月には経済

財政産業省に属した。こうした省庁の再編は、法律事項ではなく、各大臣の所掌を定めるデクレ（政令）を制定することで行われている。
＊27） 内閣ごとに省庁編成の対象とされない外務省の他、経済財務省、内務省などには事務次官職が置かれているが、多くの省庁には事務次官職は置かれて

いない。

前の下で行われてはならない…政治的という言葉は国
庫局の語彙から追放されている」というのである＊24。

フランスにおける公務員の採用は、局ごとに行われ
ているが＊25、それはフランスにおける行政単位が省で
はなく局だからである。フランスでは、内閣が変わる
たびに局を単位とした省庁の再編が行われている＊26。
そのため、各省庁に恒常的な大臣官房（キャビネ）は
存在せず＊27、大臣就任の都度、大臣が官房長と補佐官
を任命して大臣官房を組織する。それを内閣改造ごと
のポリティカル・アポインティーと見れば、米国のポ
リティカル・アポインティーと同様とも見えるが、民
間からの任用でなく官僚団からの任用である点で米国
とは全く異なっている。平均的な役所からの退職年齢
は35歳程度と若いが、そのような若年での退職を可
能にしているのが、フランス版の天下りである。『銀
行ないしメーカーにおいて、重要なポストが空いたら
すぐさま、適当な経歴を持った候補を2日以内に見つ
けてくる。」（1997年6月13日付のレ・ゼコー紙）の
である。

ENAの教育では、理論や原理より実践的であるこ
とが重視されている。例えば現役の役人を講師とし
て、EUでいかに合意形成を図るかといったケース・
スタディーに基づいて法律解釈や行政文書の作成が教
えられる。テレビ局の協力を得て、学生が省庁の官房
長などに扮してテレビカメラの前でインタビューを受
け、その録画を見ながら対応のしかたを検証すると
いったことも行われている。企業経営も重視されてい
る。企業会計が教えられるだけでなく、民間企業で
12週間の実務研修が行われている。ENAの研修期間
は約1年9か月で、学生には在学中から公務員として
の給与が支給される。

このようなENAについては、2018年の燃料税増税
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反対から始まった黄色いベスト運動の中で、特権階級
を生み出しているとの批判が高まり、2019年4月、
マクロン大統領＊28はENAの閉校を宣言するに至った。
しかしながら、単に廃止したのでは、高級官僚に縁故
主義や追従主義が蔓延することになるのではないかと
の反論が出され＊29、2020年2月には、フィリップ首相

（当時）の諮問を受けたティリエ弁護士（ENA出身）
から、ENAの門戸を広げて現場での対応力の向上を
重視する新校に衣替えすべきとの報告書が同首相に提
出され、今後、政府において検討されることになって
いる。ENA設立の政令には、親代々の炭鉱労働者だっ
た共産党書記長のモーリス・トレーズ公共相も署名し
ており、権力の座にアグラをかいている従来型のエ
リートを排除することもENA創立の目的だったこと
からすれば、ENA設立当初の理念に戻るということ
のようにも思われる。今後の動向が注目されるところ
である。

3ドイツのリーダーシップを支える行政府
ドイツの連邦官吏法（1953年）第60条第1項は、

「官吏は全国民に奉仕し、一党派に奉仕するのではな
い」と定めている。我が国の憲法15条の「すべて公
務員は、全体の奉仕者であって、一部の奉仕者ではな
い」と同様の既定である。他方、ドイツの官吏は、フ
ランスと同様に官吏の身分を持ったまま議員に立候補
できる。連邦議会議員の任期中は官職を辞さなければ
ならないが、任期終了後は復帰できることとなってい
る。市町村議会議員であれば、官吏と兼ねることも可
能とされている＊30。そのような仕組みの下、ドイツで
は、政党の立場を明らかにする公務員も珍しくない
が＊31、連邦官吏法第60条第2項は、「官吏は、政治活
動を行う場合には、公共性に対する立場およびその官
職上の義務を考慮して、必要とされる節度と自制を保

＊28） ENA出身のマクロン大統領も、ロスチャイルド銀行勤務時代に高額（約3億5000万円）の報酬を得ていたとして批判された。
＊29） フランスでは、フランス革命前、財源対策から売官が行なわれ、7月王政（1831－1848）までは、低い俸給のために高級官僚の補充は貴族や資産

家の子弟に限られていた（「フランス政治体制論」櫻井陽二、芦書房、1994）。そのような中で、1848年の2月革命後にも、革命派によりエリート
官僚を育てるための学校（エコール・ダドミニストラシオン）が設立された歴史を持っている。ENA設立につながる最初の具体的な提案は1938年
の人民戦線内閣の国民教育大臣（ジャン・ゼイ）によるものであった。

＊30） 人事院「諸外国の国家公務員制度の概要」（平成30年4月更新）
＊31） 嶋田（2020）p171-172
＊32） 我が国でも、戦前の官僚の服務規律には上司への意見具申権があり、同様の機能が期待されていた（平成26年4月8日、参議院、内閣委員会、晴山

一穂参考人）
＊33） 嶋田（2020）p172-173。
＊34） 政治と行政が交錯する重要ポストに身を置く官吏には大臣の信認を要件とするという19世紀半ばからあるシステムとされている。政治的官吏の任命

権は、形式上は大統領にあり閣議決定事項であるが、内閣では実質的審査は行っていない。政治的官吏は、連邦政府全体で約400人いる。秘書官、
報道官などの政治色の濃いポストも内閣の同意が必要とされているが、前任者は免職となるわけではなく、通常のポストへの異動となる（嶋田
（2020）p173-174）。

＊35） 嶋田（2020）p174、254

たなければならない」と規定している。官吏の政治活
動と市民としての政治的自由の保障とのバランスを
とっている規定である。連邦官吏法第60条第1項は、

「官吏は、上司に対し助言し補佐する義務を負う」と
しているが、この場合の「上司」には政治家も含むと
されている。英国と同様に、政治家への直言が期待さ
れているのである＊32。公務員の行政府外の与野党の政
治家との接触については、大臣または政務次官を通じ
ることが原則であるが、内閣及び大臣の許可を得れ
ば、質問に対する回答や助言、政治的会議への参加も
できることとなっている＊33。

人事異動は、民間からの公募がない点を除いて英国
と同様で、欠員に対する内部公募の形で行われてい
る。課長補佐級以上のものは高級職官僚団（ラウフ
バーン）に属している。事務次官、本省局長などの幹
部職員は政治的官吏とされており、その任命は各省大
臣によっている＊34。事務次官は、連邦や州の高級職官
僚団の中から幅広く任命されるが、局長は省内昇進が
多いとされている。政治的官吏は、政権と命運を共に
する。筆者が、主税局時代に訪日したドイツの主税局
長も、政権が変わったら退官することになろうと語っ
ていた。政治的官吏は免職されても、生活保障のため
にそれまでの7割を超える給与が最長3年間支給され
る。なお、一般の官吏の場合も、退職後には今日の日
本では考えられないような手厚い恩給が支給されて生
涯にわたる生活保障がなされており、自分の生活を考
えて節操を曲げる必要がないように措置されている。
嶋田によれば、それは、官吏の、公共・国家を体現す
る役割へのドイツ国民の期待を背景にしたものである＊35。

4米国のリーダーシップを支える行政府
米国の公務員は、ドイツの政治的官吏に相当する高

級官僚と一般の公務員に二分されている。一般の公務
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員は、日常業務を着実にこなして職業人生を終わる。
それに対して、高級官僚は、大統領の交代に伴ってワ
シントン全体で2万人もが入れ替わる。ドイツと異な
り、基本的に民間からの登用である。大統領の出身地
からというケースも多く、カーター大統領の時には、
ジョージア・マフィアと呼ばれ、レーガン大統領の時
には、カリフォルニア・マフィアと呼ばれていた。そ
れは、大統領が変われば、経済界、学界、マスコミ界
から多様な人材がワシントン入りして新大統領を支え
るシステムである。入れ替わった高級官僚は元の世界
に戻っていくが、ワシントンにいたということで箔が
付き、より高給を得ることになる。ワシントン時代の
薄給を、それで補うとされている。それは、「回転ド
ア」と呼ばれる米国流の天下りシステムである。

学会からの人材が大統領のリーダーシップを支えて
いる背景には、米国では多くの大学が政権入りした場
合の、あるいは現政権を支えるための政策を研究して
いることがある＊36。中西輝政京都大学教授（「日本の

『敵』」、文春文庫、2003）によれば、「1986－7年、
私がアメリカの大学＊37にいたときに、連邦政府の大
きな調査プロジェクトが進行していました。国防総省
が発注して、アメリカの錚錚たる戦略家がトップにい
て何百人という専門家を動員した大プロジェクトでし
た。その体制で実は冷戦終結後の世界戦略を議論して
いたのです。（中略）多くの小委員会が設けられ、あ
る委員会では、（中略）民族紛争の激化という冷戦後
の世界像を研究していた。あるいは別の、国際政治学
者が過半数を占める分科会では、「知的所有権」を冷
戦後の経済世界戦略の中軸にすえるべきだ、というこ
とを「技術覇権」という言葉を使って熱心に議論して
いたことが私の印象に残っている。なぜ国際政治のグ
ループで「知的所有権」なのか、最初は首をひねりま
した。（中略）経済グローバリズムの裏面にある「国
家」が前面に出た瞬間を垣間見た思いがしました」と
回想している。

主要閣僚には経済界出身者が多いことから、米国の

＊36） 筆者がスタンフォード大学に留学していた時にも、ニクソン政権の財務長官を務めたジョージ・シュルツがビジネス・スクールの特別教授で、後に
ジョージ・ブッシュ大統領の経済諮問委員会委員長になるマイケル・ボスキンが経済学部教授をしており、それぞれの講義を聴講した。

＊37） スタンフォード大学客員研究員
＊38） この背景にあるのが、米国流のジャーナリズムを育てる仕組みであろう。竹中平蔵、桜井よしこ氏（「立ち上がれ日本」PHP研究所、2001）によれ

ば、「アメリカには、メディア・ウォッチをする会社が20くらいあります。これらは全て非営利団体で、報道した記者の実名を挙げながら、厳しい批
評をしています。（中略）アメリカには、このようにして心あるジャーナリズムを育てていく仕組みが機能しています」というのである。

＊39） 嶋田（2020）p181。わが国でも、戦前、原敬の時代などに選挙によるわけではないが同様の仕組み（猟官制：スポイルズ・システム）が行われた。
なお、米国では猟官による腐敗の問題を受け、1883年のペンドルトン法によて、執行部門には資格任用制が導入された。

＊40） 嶋田（2020）p182。

回転ドアと言えば、ウォール・ストリートからという
印象が強いが、実はマスコミから政権入りするケース
も珍しくない。野上浩太郎氏（「政治記者」中公新書、
1999）によると、「もうひとつ不思議に思ったのは、

『ニューヨーク・タイムズ』で外交・国防記事を書き
まくっていたエリート記者が突然、国務省の軍縮・軍
備管理局長に抜擢されたり、国防総省で核兵器に「関
係」する仕事をしていた人物が政権交代と同時に『ボ
ストン・グローブ』紙の記者になって核問題で特ダネ
を書いたりするケースだった。（中略）こうした「政
府との人事交流」には日本より寛容であることが不思
議だった」という＊38。

このような回転ドアシステムの背後には、米国にお
ける、欧州の君主制と結びついた職業官吏制への不信
感がある。選挙などで誰もが政治家や公務員になると
いうのが米国流の民主主義なのである＊39。例えば、多
くの州では、検察官や裁判官までもが選挙で選ばれ
る。先の大戦末期の大統領だったトルーマンは、元々、
高卒の銀行員だったが、カウンティ―・ジャッジャ

（検察官）に立候補して当選したのが政治キャリアの
始まりであった。民主党のバイデン候補が副大統領候
補としたカマラ・ハリス氏も、2003年の選挙でサン
フランシスコの地方検事に当選して頭角を現してきた
人物である。検察官や裁判官が選挙で選ばれるという
のは、わが国の感覚では違和感があるが、西部劇の保
安官を考えてみれば理解しやすい。年に1度は巡回の
職業裁判官が回ってくるとはいえ、西部の開拓地にお
いて、日ごろの治安維持は、住民が選んだ保安官が
担っていたのである。我が国の憲法第15条第1項が

「公務員を選定し、およびこれを罷免することは、国
民固有の権利である」としているのは、このような米
国流の仕組みに起源があると考えられる。なお、一般
の公務員の人事は、欧州諸国と同様に空席があれば公
募されるというものである＊40。
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5我が国の行政府
最後に、我が国の行政府についても見ておくことと

したい。かつての霞ヶ関においては、米国の国防総省
の委託で大学で行われているような議論がなされてい
た。池田首相の所得倍増論をとりまとめたのは、建設
省から経済企画庁を経て国土事務次官になった下河辺
淳等の行政官が中心となった研究会＊41であり、また
大平首相の政策研究グループの学際的な議論にも多く
の行政官が参加していた。そうした議論の上に、直言
がなされて政治を支えていた＊42。上司のそういった姿
を見ることで、若手のころから政策提言の技量を磨く
ということが行われていた。筆者が大蔵省（当時）に
入省した時、当時の官房長は「同期仲良くしろ」と訓
示した。やがて誰かが次官になると他の同期は退官し
て公庫や公団、あるいは民間企業などに行くことにな
る。しかしながら、そこで活躍して社会の役に立つ。
大蔵省は、そのための学校のようなところだ。だか
ら、同期みんな仲良くしなさいということだった。そ
れは、我が国の行政府がかつてフランス型だった時代
のものだった。

最近の霞が関は、政治主導の英国型になる中で、身
分保障がほとんどなく、直言が行われにくくなってい
る。その結果、おもねりが生じやすくなっているとの
指摘を行っているのが元人事院人材局審議官で京都大
学大学院公共政策連携研究部の嶋田博子教授であ
る＊43。嶋田氏によると、直言が行われにくくなると、
政治側が高度の政策提言を求めても行政内部でそれに
こたえることが出来にくくなくなる。それが、創造的
な仕事が出来る場ではないと認識されることになっ
て、優秀な学生の公務員離れにつながっているとい
う＊44。「どの国においても、外から見える仕組みとは
別に、それらを支える社会的な規範観や試行錯誤を経
て積み重ねられた運用上の工夫が存在している」、そ
ういった全体像に目を向けることなく各国制度の切り
貼りを行った結果、「正論を貫くための生活保障など

＊41） 下河辺研究会の模様は以下のようなものであった。「所得倍増というか賃金倍増論ですが、これは社会党が先に言い出した考えでした。（中略）面白い
ことに、杜会党の賃金倍増論も、池田内閣の所得倍増論も、作業している人は、同じ経済企画庁の職員なんですね。あのころの役人は、かなり革新系
の人が多かったですから、杜会党のために喜んで作業する職員がいたのです（読売新聞：2003．10．30）。

＊42） 「面従腹背」などという言葉を聞くことはなかった。
＊43） 嶋田（2020）p188、257
＊44） 嶋田（2020）p120-122、155
＊45） 嶋田（2020）p202、204、255。
＊46） 「政治の力を強めるために有効な部分は取り入れられた一方で政治側の責任や行政官の専門性発揮を高める部分はほとんど顧みられていない」とされ

ている。（嶋田（2020）p155）
＊47） 嶋田（2020）p274
＊48） 「米国官僚制理論から日本への示唆（1）、（2）」嶋田博子、人事院月報2020，8月号、9月号

は措置されず、他国よりも官が脆弱な仕組みになって
いる」というのである。嶋田氏は、現状について、

「与野党問わず個々の国会議員が行政官を呼んで叱責
したり、国会質疑に代わる形で頻繁に開かれるように
なった野党合同ヒアリングで報道陣の前で長時間にわ
たって厳しい追及が行われたりすることが目立つ」よ
うになり＊45、しかも、こうした要請に勤務時間の内外
を問わず即応が求められ、「事実に基づかぬ中傷が
あっても、行政官側からの抗議は許されない」ことに
なっているという。現状は、米国型の職業官吏への不
信感が制度化される中で、それに代わる米国のような
経済界や学会、マスコミによるシンクタンク機能が生
まれていない。結果として、かつて存在していた欧州
型の職業官吏の政策立案、実行機能が失われて弱体化
いるというものであろう＊46。「政治主導とは、政治が
行政官を統制すれば終わりではなく、行政官が持つ知
見や能力を最大限に発揮させて始めて成功と言え
る」＊47。民間企業でも、従業員の知見や能力を最大限
に発揮させる会社が成長していく。今日の日本で、志
を持つ若い人が公務員になるのを躊躇するようになっ
てきているとすれば、それは、政治を支える行政府に
とって憂うべき事態である。英国の「権力への直言」
機能を維持するための最近の取り組みなどを参考に、
良い雰囲気作りの大事さに思いをいたすべきであろ
う。職業官吏への不信感が強い米国においても、
2000年代からは「国民にとって良き行政」という観
点から、政策立案における専門性や幅広い民意の支持
に支えられた官僚の役割を評価する立場が登場してき
ており、生身の人間である官僚に寄り添った学問的処
方箋を提示しようとする動きも感じられるようになっ
てきているとのことである＊48。
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