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Examination of Centralization of Policy Formulation Process in Japan

政策決定過程の「集権化」の検証

　本研究はまず1990年代以降、首相の権力が次第に拡大してきたことを明らかにした。大きな要因となっ
たのは94年に行われた政治改革と01年に行われた中央省庁再編である。政治改革により選挙制度が中
選挙区制から小選挙区・比例代表並立制に改められると、候補者は無所属で当選することが難しくなり、
政党の公認を得ることが重要な意味を持つようになる。首相は公認の決定に強い影響力を行使出来るた
め、党内での権力を増大させた。一方、省庁再編は政策立案における首相の法的権限を拡大させる一
方、その補佐機構の内閣官房の権限も強化した。
　本研究は特に、省庁再編以降、首相の補佐機構の役割が拡大したことも明らかにした。特に内閣官房
の役割の増大が顕著で、政策を立案するために設置される内部組織の数は拡大を続けている。また、内
閣官房が準備する法案の数も拡大した。内閣官房の役割は国内経済・社会政策の立案過程のみならず、
安全保障・外交政策の立案過程でも拡大した。小泉内閣の下で内閣官房はイラクへの自衛隊派遣などを
含め重要な法案を立案した。また第二次安倍内閣発足以降もその役割は増大を続ける。内閣官房には
新たに国家安全保障局が設置され、国家安全保障会議の事務局となる。また、安全保障局は集団的自
衛権の行使を可能にする安保関連法制も立案した。
　また内閣官房の機能の拡大に伴い、内閣官房長官、さらに内閣官房の事務を担当する大臣の役割も増
大したことも明らかとなった。内閣官房長官は重要政策の調整役となる一方、数多くの大臣を内閣の政策
を担当するようになる。
　最後に、この研究は、政策決定過程における閣外の与党議員の役割は低下した。また、利益集団の影
響力も低下したことも明らかにした。もっとも多くの有権者が関わる利益に関係する議員や集団を依然とし
て影響力を保持しており、その程度や要因については今後さらに検証が必要である。

1994年に行われた選挙制度改革や2001年に実施された省庁再編によって首相の指導力が増大したこと
はこれまでに多くの研究者の関心を集めて来た（信田　02, 待鳥　05, 伊藤　06, 竹中 06) 。また、政府外
の国会議員の役割の低下や農業政策など一部領域における利益集団の影響力の減少も指摘されてきた
（建林06,　河村11, 濱本12）。ただ、首相周辺の政治家・官僚が政策決定過程において果たす役割、個
別の政策分野毎の利益集団の影響力のあり方についても検証する余地が大きかった。こうした課題を踏
まえ、首相の役割に加え、首相周辺の政治家・官僚の役割、利益集団の影響力の実態を解明するため申
請者は農業政策、電力政策、防衛大綱の決定過程などを対象として共同研究を15年度から16年度にか
けて行い、成果を『二つの政権交代』として発表した。 ただ、首相や首相の補佐機構の果たす役割、官房
長官の果たす役割、いくつかの利益集団の果たす役割については解明すべき余地が多く残っている。以
上を踏まえ、  本研究は2000年代からの国内外政策における首相、官房長官など首相周辺の政治家・首
相の補佐機構、利益集団の役割を検証することを目的とする。特に次の三つを解き明かそうとする。⑴
2000年代の外交・安全保障政策における首相や首相周辺の政治家・官僚の役割を包括的に分析するこ
とである。2001年の官房副長官補設置、2014年の日本版NSC設置が及ぼした影響を探る。⑵二つは小泉
内閣以降の政策決定過程における官房長官の役割を再検証することである。⑶三つは近年の政策決定
過程で分析が進んでいない分野における利益集団の役割を解明することである。特に税制における産業
界、医療政策における医師会、薬剤師会、保育政策における幼稚園業界、農協改革における農協、住宅
政策における住宅業界、観光政策における観光業界の影響力などに注目し解明を進めたい。
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