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本報告書は、行政管理に関する調査研究活動の一環として、平成 21 年度におい

て（財）行政管理研究センターに委嘱して実施した調査研究の成果であり、本文中

の見解にわたる部分は執筆者のものであって、総務省としての見解を示したもので

はない。 
 



 
は し が き 

 
「行政の信頼性確保、向上方策に関する調査研究」は、行政管理に関する基礎的な調査

研究として、平成 17 年度を初年度とし、5 か年の長期プロジェクトとして実施するもので

ある。 
平成 21 年度は最終年度の調査研究として、公的制度に対する信頼性確保についての分

析、及び、過去５年間の取りまとめを進めることにより、行政の信頼性確保、向上方策の

検討に必要な調査研究を行ったものである。 
本年度の調査研究は、財団法人行政管理研究センターに委嘱して実施し、調査研究に当

たっては、行政学、政治学等の有識者から成る総合委員会及び専門委員会を設置した。そ

の構成委員は次のとおりである。 
 

委 員 長  中 邨   章 （明治大学大学院長・政治経済学部教授） 
委  員  秋 月 謙 吾 （京都大学公共政策大学院・法学研究科教授） 
委  員  池 田 謙 一 （東京大学大学院人文社会系・文学部教授） 
委  員  大 山 耕 輔 （慶応義塾大学法学部教授） 
委  員  菊 地 端 夫 （明治大学経営学部専任講師） 
委  員  小 池   治 （横浜国立大学大学院国際社会科学研究科教授） 
委  員  櫻 井 通 晴 （城西国際大学総合経営学科客員教授） 
委  員  橋 本 信 之 （関西学院大学法学部教授） 
専門委員  小 森 雄 太 （明治大学政治経済学研究科博士後期課程） 

       ＊委員は、五十音順 

  
また、本調査研究の事務局として、財団法人行政管理研究センター行政研究所の村松岐夫

所長、武藤桂一行政研究所次長のほか、上田啓文研究員、岩井義和研究員、伊藤慎弐研究

員、大江裕幸研究員、鹿谷雄一研究員、西村弥研究員、馬渡剛研究員の各研究員が参加し

た。 
本報告書は、平成 21 年度の調査研究結果を取りまとめたものであり、執筆は、各委員

及び研究員が次のとおり分担して行った。 

 

第１部       中邨 章  委 員 長 
第２部  第１章   池田 謙一 委  員 

第２章   大山 耕輔 委  員 
第３章   小池 治  委  員 
第４章   秋月 謙吾 委  員 

第３部       西川 伸一 委  員 
第４部       菊地 端夫 委  員 
第５部       中邨 章  委 員 長 

本調査研究の結果が、各方面において広く活用されれば幸いである。 

平成 22 年 3 月 
総務省大臣官房企画課 
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第１部 本調査研究の意義、目的、計画とこれまでの実績 

 

中邨 章 

 

本調査は、総務省から行政管理研究センターが委嘱を受けた「行政制度に関する調査研究」

である。これまで行政制度研究は、行政管理に関する基礎調査研究として位置づけられ、５か

年の長期プロジェクトとして実施されてきた。本研究はその第６期目（実施期間は平成 17 年

度～平成 21 年度）にあたるプロジェクトである。 

本調査の研究目的、年次別研究計画、実施体制及び調査研究実績は、次のとおりである。 

 

１ 本調査研究の目的 

 

 今日、世界的に政府への信頼が低下する傾向にある。いずれの国においても、国民の行

政への信頼をいかに確保するかが大きな課題になっている。信頼性を確保しなければなら

ない行政においては、今後、(1)透明性の確立、(2)説明責任の保証、(3)参加の拡大、(4)公

平性の維持などの 4つの要件を念頭に置いた業務を遂行することがなによりも必要とされ

る。今日まで、わが国においても行政手続制度、情報公開制度、政策評価制度や行政評価

制度、個人情報保護制度、パブリック・コメント制度等の導入によって、行政の透明性や

説明責任を確保する努力は重ねられてきた。 

問題は、これらの諸制度が導入されているにもかかわらず、なぜ、今日においても、行

政の信頼性に劇的な変化が生じたとは言えない状況にあるのか、ということである。透明

性の確立、説明責任の保証、参加の拡大、そして、公平性の維持という４つの要件を、よ

り効果的に行政の信頼性確保、向上につなげるための方策を明らかにしなければならない。 

本調査研究は、以上のような問題意識のもとに、①行政の信頼性に関する分析枠組の確

立や、②国民が政府に対して信頼感や不信感を抱くまでの認知構造の把握、③行政に対す

る信頼感を醸成させる要因の析出、④統治機構に対する信頼低下に伴って生じる弊害の検

証、⑤民間や自治体における信頼性回復方策事例等についての分析と国への応用可能性の

追求、⑥行政の制度やその運用と信頼性との関係、⑦不祥事や汚職が行政の信頼性に及ぼ

す影響などについて調査研究を進めてきた。本年度においては、これらの調査研究結果に

ついてさらに分析を進めるとともに、信頼される行政の構築に資するための向上方策を取
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りまとめることを目的として実施するものである。その研究方針及び進め方は、以下の通

りである。 

 

２ 本調査研究全体及び各年度の研究方針 

 

（１）本調査研究全体の研究方針の大要と実績 

 本調査研究が対象とする「行政の信頼性」については、「信頼」概念について概念上の混

乱があるだけでなく、実証データや既存研究の蓄積も他の分野に比べ際立って少ないとい

った研究上の課題・問題がある。それゆえ、５か年間に及ぶ長期の研究を円滑に実施する

ためには、既存の研究蓄積だけに依存するのではなく、本調査研究で独自に国内外のデー

タを収集し、なおかつ、具体的な信頼回復事例の収集と分析、応用可能性の検討を進めた

うえで、行政の信頼性を確保、向上させるための方策の検討に入るのが、もっとも効果的

かつ効率的な進め方である。 

 そこで、初年度において調査研究に不可欠な分析枠組み及び信頼性概念について検討を

進め、第２年度に、国内における独自データの収集とそれに基づく信頼感の形成に関する

認知構造の分析及び海外における既存のデータの収集を行った。そして第３年度において

は、信頼性低下によって生じる弊害の検証や民間における信頼回復方策の事例研究、自治

体における行政の信頼性に関するデータ収集を実施したことによって、初年度から第３年

度目までの間に、信頼性回復方策の検討に必要な、基礎となるデータや知見を蓄積するこ

とができたと考える。その後、第４年度に行政手続法や情報公開制度等の具体的なわが国

の行政制度と信頼性の関係についての分析、及び、不祥事等の個別事案が政府の信頼性全

体へ及ぼす影響についての分析など、応用的な研究課題に取り組んだうえで、最終年度（本

年度）において行政の信頼性確保、向上方策について検討を進めるとするのが、本調査研

究の研究方針の大要である。 

 以上の実績と方針を各年度ごとに示せば、次の通りである。 

 

（２）第１年度（平成 17年度に実施済み） 

本調査研究を遂行するための基礎的な研究として、諸領域における調査研究の信頼性の概念

を洗い出し、整理を行うとともに、行政の信頼性に関し、基礎的なデータ収集を行い調査研究

の全体の枠組みの設定を行った。第一に、信頼性に関する既存の研究について概念を洗い出し、
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行政活動に焦点をあてて整理を行ったほか、有識者からのヒアリング等を通じて、信頼性の構

造分析を進めた。第二に、行政や政治、公務員等に関する信頼性の内外の行政機関、マスコミ、

企業、研究者等による既存の調査結果を収集した。第三に、行政に関する信頼性に関するイン

ターネット調査を第 2 年度に実施するための項目の検討を行い、委員と専門委員によって構成

される専門委員会（通称ワーキンググループ、WG）を設置した。最後に、第 1 年度の成果を

もとに、調査全体の枠組みの調整を行うとともに、次年度以降の調査項目の設定、及び各項目

を担当する専門委員会の設置を行った。 

 

（３）第２年度（平成 18年度に実施済み） 

行政への信頼性の確保、向上方策を検討するためには、信頼性のメカニズムの分析が必要で

ある。このため、① 行政の信頼性の低下要因を把握し、以下の項目を分析するための意識調

査の実施、② 行政を巡る環境の変化等が行政の信頼性に及ぼす影響分析、③ メディアが行政

の信頼性に及ぼす影響分析、④ 政策あるいは行政施策の結果が行政の信頼性に及ぼす影響分

析等を実施することにより、これらが行政の信頼性に及ぼす要因あるいは相互の因果関係の分

析を行った。 

また、わが国の行政の信頼性確保、向上方策を検討する上で、日本の問題状況を諸外国、特

にアジア諸国と比較し、改善方策に関して現状分析及び論点の整理を行ったほか、民間企業に

対するヒアリング調査を実施し、ＣＳＲとレピュテーションの維持向上方策について分析を行

った。 

 

（４）第３年度（平成 19年度に実施済み） 

第３年度は、信頼性回復方策の検討に必要な、基礎的データや事例を収集、蓄積する最

終段階にあたるため、国の行政の信頼性低下がもたらす弊害の検証、自治体や民間におけ

る信頼回復方策の事例研究に重点がおかれた。 

すなわち、平成 18 年度調査で得られた信頼性のメカニズムの分析を踏まえて、統治機

構について行政と政治の関係などの視点も取り入れて検証・分析を行った。また、平成１

８年度に実施した一般の国民を対象としたウェブアンケート調査に引き続き、自治体の職

員を対象とした郵送アンケート調査を実施した。さらに、ＮＰＭ (New Public 

Management:新公共管理)で議論されている民間における顧客主義等の管理手法改革によ

る信頼回復方策及び自治体における行政への信頼とその改善方策について明らかにするこ
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とにより、これらの改善方策の国への応用可能性を検討し、行政に対する国民の信頼感の

回復の可能性について調査・検討を行った。 

 

（５）第４年度（平成 20年度に実施済み） 

 第４年度においては、行政と信頼性の関係を考えるにあたって応用的な課題に取り組ん

だ。信頼性の確保、向上方策としては、行政手続制度、情報公開制度、政策評価制度等国

民に対する行政のアカウンタビリティの確保のための諸手段がある。こうした制度と国民

の信頼性との因果関係を明らかにするため、行政手続法、種々の住民参加(パブリックコメ

ント等)、情報公開制度、政策評価制度等の各種の信頼性確保方策がどのように機能してい

るのか事例を抽出し、分析･検討を行った。 

また、公務員の腐敗・汚職は、公務員の信頼性、ひいては行政の信頼性確保のうえで深

刻な影響を及ぼすものであるが、この防止策の研究は十分ではない。このため、公務員倫

理について行政内部･政官関係･国民との関係の点から、これまでの公務員の不祥事事件を

収集･分析し、公務員の中立性・清廉性保持のための方策、不祥事防止策を検討することに

より、公務員による不祥事防止の視点から行政の信頼性について検証・分析を行った。 

 

（６）第５年度（平成 21年度） 

 これまでの調査・研究において、分析の対象とされてこなかった司法制度について、国

民審査制度を取り上げ、調査研究を行った。また、これまでの研究実績を総括し、改めて

研究成果のポイントについて、取りまとめを行った。 

 

３ 調査研究の実施体制 

 

（１）実施体制を整備する視点 

行政の信頼性について総合的な研究を実施し、トータルな認識を得るには、行政学及び

政治学に加え、広く社会心理学、民間経営に関する専門家とも連携を取りながら研究を進

めていくことが望ましい、との視点から、本調査研究では、これらの分野において高度の

実績を保有する研究者から成る委員会を設置し、以下の通り、調査研究体制を整備した。 

 

 



 - 7 - 

（２）総合委員会の設置とその役割 

 本研究を有効に実施するため、政治学・行政学・社会心理学・経営学（会計学）の各界

で高度の学術的業績を有する専門家（総合委員）から成る総合委員会を設置した。研究会

の調査研究方針の立案、各ＷＧの検討方針の立案、ＷＧ間の調整及び調査研究全体の総合

調整は、総合委員会において行っている。 

なお、総合委員会委員長は、総合委員会の運営を統括するとともに研究成果全体を取り

まとめる責任を負う。各総合委員は、各自担当するＷＧの責任者として、調査研究準備の

統括、収集資料の分析、調査研究の実施及び報告書の執筆を行う。 

 

（３）ＷＧの設置とその役割 

各調査研究分野の専門性を確保することを目的として、総合委員会の下に、調査研究対

象に対応する分野の専門家（専門委員）から成るＷＧを設置した。総合委員は各自の専門

性に応じてＷＧを担当し、当該ＷＧにおける調査研究の実施、研究成果の取りまとめ、報

告書の執筆及び総括を担当する。専門委員は、総合委員の総括の下に当該ＷＧの担当する

調査研究を総合委員とともに実施し、報告書の執筆を担当している。 

 本調査研究は、５か年計画で実施される長期研究であり、研究会としての一体性、連続

性の維持に不可欠な助言機能、調整機能を確保する観点から、過年度の調査研究項目担当

のＷＧ（意識調査ＷＧ、国際比較ＷＧ、統治機構ＷＧ、自治体ＷＧ、民間企業ＷＧ、透明

性確保ＷＧ、汚職・不祥事ＷＧ）も、必要に応じて、調査研究に参画し得る体制をとって

きた。 

 

（４）事務局の設置とその役割 

 本研究会の円滑かつ効果的な運営を確保するため、（財）行政管理研究センター行政研究

所に当研究会事務局を設置し、事務局責任者及び事務局研究員が研究全般のサポートを行

った。事務局研究員は、総合委員会及び各ＷＧにおける資料収集、資料作成等の調査研究

に関する準備、報告書作成及び報告書取りまとめの補助、その他庶務全般を担当している。 

 

（５）実施体制図と委員等の役割分担 

 本調査研究における実施体制と委員等の役割分担を整理して示すと以下の通りである。 
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【実施体制図】 

【委員等の役割分担】 

総合委員   調査研究方針・研究スケジュールの検討、決定。 

各自担当ＷＧの責任者として調査研究を実施、研究成果の取りまとめと報

告書の執筆、ＷＧ間の調整及び調査研究全体の総合調整。 

各学問分野において高度の学術的業績を有する専門家により構成。 

専門委員   各ＷＧにおける調査研究の実施、研究成果の取りまとめと報告書の執筆。 

各ＷＧの担当する調査研究対象に対応する学問分野の専門家により構成。 

事務局責任者 事務局全体を統括。調査研究に関する準備、取りまとめの補助、その他の

事務局としての諸事務全般について監督。 

       （財）行政管理研究センター行政研究所次長が兼務。 

事務局研究員 総合委員会及び各ＷＧにおいて、資料収集、資料作成等の調査研究に関す

る準備、報告書作成及び報告書取りまとめの補助。 

その他、総合委員会及びＷＧの事務局としての諸事務。 

（財）行政管理研究センター研究員により構成。 

 

 

(財)行政管理研究センター 
行政研究所 

総合委員会 

（委員長、総合委員、専門委員、事務局研究員） 

論点整理

ＷＧ 

総合委員 

専門委員 

事務局研究員 

国際比較

ＷＧ 

総合委員 

専門委員 

事務局研究員 

 

統治機構

ＷＧ 

総合委員 

専門委員 

事務局研究員 

 

自治体 

ＷＧ 

総合委員 

専門委員 

事務局研究員 

民間企業

ＷＧ 

総合委員 

専門委員 

事務局研究員 

 

意識調査

ＷＧ 

総合委員 

専門委員 

事務局研究員 

 

不祥事 

ＷＧ 

総合委員 

専門委員 

事務局研究員 

透明性 

ＷＧ 

総合委員 

専門委員 

事務局研究員 

 

公的信頼 

ＷＧ 

総合委員 

専門委員 

事務局研究員 
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４ 総合委員（委員）、専門委員等及びＷＧについて 

 

５か年プロジェクトの第５年度（最終年度）に当たる平成 21 年度の総合委員（委員）、専門

委員及び事務局研究員等は、次のとおりである。 

委 員 長  中 邨   章 （明治大学大学院長・政治経済学部教授） 

委  員  秋 月 謙 吾 （京都大学公共政策大学院・法学研究科教授） 

委  員  池 田 謙 一 （東京大学大学院人文社会系・文学部教授） 

委  員  大 山 耕 輔 （慶応義塾大学法学部教授） 

委  員  菊 地 端 夫 （明治大学経営学部専任講師） 

委  員  小 池   治 （横浜国立大学大学院国際社会科学研究科教授） 

委  員  櫻 井 通 晴 （専修大学経営学部教授） 

委  員  橋 本 信 之 （関西学院大学法学部教授） 

専門委員  小 森 雄 太 （明治大学政治経済学研究科博士後期課程） 

財団法人行政管理研究センター 

     村 松 岐 夫（行政研究所長） 

武 藤 桂 一（主任研究員、行政研究所次長） 

伊 藤 慎 弐（研究員） 

岩 井 義 和（研究員） 

上 田 啓 史（研究員） 

大 江 裕 幸（研究員） 

鹿 谷 雄 一（研究員） 

西  村      弥（研究員） 

馬 渡   剛（研究員） 

 

また、ＷＧとその担当委員は次のとおり。 

 

・論点整理専門委員会（論点整理ＷＧ） 

担当委員：中邨委員長、橋本委員、池田委員 
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・行政の信頼性に関する意識調査専門委員会（意識調査ＷＧ） 

担当委員：池田委員 

 

・アジア諸国における政府の信頼性に関する比較分析専門委員会（国際比較ＷＧ） 

担当委員：小池委員 

 

・民間における信頼性向上方策の行政への応用に関する分析専門委員会（民間企業ＷＧ） 

   担当委員：櫻井委員 

 

 ・政府・統治機構に対する信頼の構造分析専門委員会（統治機構ＷＧ） 

   担当委員：大山委員 

 

 ・自治体における行政への信頼とその回復方策に関する分析専門委員会（自治体ＷＧ） 

   担当委員：秋月委員 

 

 ・国民に対する行政の透明性確保・向上に関する諸方策の検証・分析専門委員会（透明性確

保ＷＧ） 

   担当委員：菊地委員 

 

 ・公務員の不祥事、汚職等と信頼に関する分析専門委員会（汚職・不祥事ＷＧ） 

   担当委員：橋本委員 

 

 ・公的信頼に関する分析専門委員会（公的信頼ＷＧ） 

   担当委員：西川委員 

  



  

 Ⅰ（平成 17 年度） Ⅱ（平成 18年度） Ⅲ（平成 19年度） Ⅳ（平成 20年度） Ⅴ（平成 21年度） 

当該年度の目
的・焦点 
（実施計画(案)

より抜粋） 

諸領域における調査研
究の信頼性の概念を洗い
出し整理を行うととも
に、行政の信頼性に関し、
基礎的なデータ収集を行
い、調査研究の全体の枠
組みの設定を行う。 

行政の信頼性を確保、
向上させるためには、信
頼性のメカニズムの分析
が必要となる。インター
ネット調査等を通じて行
政の信頼性へ及ぼす要
因、相関・因果関係を分
析する。 

主として NPM で議論
されている減量経営、効
率化、さらには顧客主義
といった管理手法改革に
より、信頼性回復がどの
ように可能なのかを検討
する。 

アカウンタビリティの
確保のための制度と信頼
性との因果関係、行政の
コンプライアンス等の在
り方の検討。 
公務員の不祥事、汚職

と信頼性の関係。腐敗汚
職の防止策の研究。公務
員制度改革の視点から信
頼性の論点を検証、分析。 

これまでの研究を総括
し、国民の行政に対する
信頼性を確保、向上させ
ていくための方策を個別
行政に内在しこれを行っ
ていくものと、外在的に
確保していくべきものに
分けて、行政実務におい
て実現可能な信頼性確保
策について提言する。 

サブテーマ案 
（ＷＧ） 
 

■論点整理ＷＧ 
（中邨・橋本・池田） 

・従来の業績における「信
頼」のとらえ方につい
て整理 

・調査データ、調査手法
の整理、検証 

・インターネット調査等
に向けての質問項目の
検討 

■意識調査ＷＧ（池田） 
・論点整理ＷＧの議論に
基づき、インターネッ
ト調査の実施、整理、
分析 

 
■国際比較ＷＧ（小池） 
・アジア（ASEAN、中、
韓）における「信頼」
は、アングロサクソン
諸国における「信頼」
と同質であるのかにつ
いて国際比較 

■民間企業ＷＧ（櫻井） 
・民間企業における

reputation 向上方策を
含め、信頼性向上方策
の行政への適用可能性
を検討 

 
■統治機構ＷＧ（大山） 
・信頼の対象としての政
府、統治機構について、
幅広く政治と行政の関
係などの観点も取り入
れながら、信頼の構造
について分析 

 
■自治体ＷＧ （秋月） 
・地方分権等の推進は行
政への信頼度を高める
のか。自治体における
行政への信頼性に関す
る調査、分析 

■透明性確保ＷＧ（菊地） 
・情報公開、政策評価等、

アカウンタビリティの
向上がどのように信頼
を向上させるのかを検
討 

 
■不祥事ＷＧ（橋本） 
・公務員の不祥事、汚職
と信頼性の関係。腐敗
汚職の防止策の研究。
公務員制度改革の視点
から信頼性の論点を検
証、分析 

 

■公的信頼ＷＧ（西川） 
・司法制度、特に国民審
査制度と信頼感の向上
について検討、分析 
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５ 平成 21年度の研究成果 

 

（１）本年度の活動実績 

 本年度は、総合委員会において、過年度までの研究成果・知見に基づき、信頼性向上方

策について、過年度に設置した各ＷＧごとの調査研究の成果を取りまとめるとともに、公

的制度への参加が信頼感へもたらす影響に関する研究について総合委員会の下にＷＧ（公

的信頼ＷＧ）を設置し、調査研究・分析を行った。また、行政の信頼性について、先進的

な研究を進めている諸外国における成果と、本調査研究の知見（若しくはわが国における

信頼性向上方策）を比較することにより検証した。さらに、本年度に実施する上記の研究

成果を含めた本調査研究の成果全体について、総合委員会において総まとめを行った。 

 

（２）これまでの研究成果・知見と信頼性向上方策 

本調査研究では過去４年間にわたり、ＷＧが調査研究テーマを分担して研究を進めてきた。

これらの成果は複数年、かつ、膨大にわたっている。そこで、意識調査ＷＧ、国際比較ＷＧ、

統治機構ＷＧ、自治体ＷＧの担当分野については追加的な分析を実施し、あらためて研究

成果のポイントについて、取りまとめを行った。 

 

（３）公的制度への参加と信頼性に関する調査研究 

本調査研究では、国、自治体及び諸外国の行政に対する信頼に関する研究を進めてきた。ま

た、これらに加えて行政の透明性、公務員の汚職・不祥事といった個別的観点、あるいは、政

治（立法）、民間企業といった行政以外の事例からも行政の信頼性についての研究を実施して

いる。そこで本年度においては、公的制度への参加が国民の信頼感にもたらす影響、及び、信

頼における行政と司法の関係を分析することを目的として、新たに公的信頼ＷＧを設置し、国

民審査制度を対象とした調査研究を行った。 

 

（４）諸外国における行政の信頼研究、信頼向上方策との比較検証 

 各国政府の市民の信頼に対する考え方や信頼確保策を概観することにより、今日の政府・行

政と市民の信頼の関係について包括的な検討を行った。わが国を含めた先進諸国が過去数十年

間の行政改革が市民の政府・行政に対する認識や信頼に与えた影響について検討を進め、NPM 

の考え方に基づいた改革が信頼を向上させることもあれば、低下させることもあることを指摘
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する。その上で、わが国における政府対応の現状と今後の方向性について考察を行っている。 

 

（５）研究成果の総括 

 本年度は、長期研究の締め括りとなる最終年度であることから、国民から信頼される行

政の構築に資するための向上方策とその研究について、５年間で得られた知見の総括を行

った。 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

第２部 これまでの研究成果・知見と 

信頼性向上方策 
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第１章 行政に対する制度信頼 

 

池田 謙一 

 

１ 事態対処の代理人 

 

信頼が社会の中で果たす役割の重要性は、フクヤマの著書『「信」なくば立たず(Trust)』

(Fukuyama, 2005)が直接的にそれをテーマにしたように、広く認識されている。しかしな

がら信頼は一方で概念的には多義的である。山岸(1998)が『信頼の構造』で行ったように

系統立てた整理なしに、十全な検討はできない。本論文では、「行政に対する信頼」を「制

度信頼」の一つとして整理・分析・実証していきたい。 

まず、その運営にリスクが大きく関わる鉄道事業に対する信頼を検討した筆者の研究か

らはじめよう(池田, 2008)。この研究では、鉄道事業が「安全だ」と認識される要因の分析

を行った。鉄道事業は言うまでもなく、事故や不測の事態に備えて乗客の安全を最優先す

ることが求められる業態である。したがって、事故というリスク事態の生じる確率・規模

の認知が乗客の鉄道事業の安全認識を大きく左右するだろうと予測しがちになる。だがじ

っさいに実証的に検討してみると、鉄道のリスク認知はその安全認識にほとんど直接的な

効果を及ぼしていないことが判明した。 

われわれが時速 250キロの新幹線の中でさえも平然と居眠りして何ら恐怖を感じないの

は、走行中のリスクを推定して、自分が事故に遭う確率が限りなく低いと思っているから

ではない。そもそも仮にリスク事態が発生しても、われわれがそれに対応できる余地は小

さい。何かにつかまったり、頭部を保護する瞬間的な余裕があれば、それはまだ幸運な方

だろう。よく考えれば、リスク事態に対して直接対応するのは運転士であり、その対応が

可能なようにしておくのが事業者である。換言すれば、われわれは運転士と事業者を「リ

スク対処の代理人」としてリスク事態への対処を委ねているという構造がある。リスクの

認識が鉄道事業の安全認識に対して直接効かないのはこの仕掛けによる。 

では、この事業の安全認識はどこから来るのか。そこに信頼が関わる。 

分析的に見いだされた安全認識の規定要因は２種類あった。物理的・制度的な安全確保

の仕組みである安心要因、企業倫理・職能倫理に代表される信頼要因である。工学的な安

全確保の仕組みの下で鉄道を運行し、危険を増大させるような運転行為や不作為を法や罰
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則で制約する一方で、「お客様の安全第一」を社員一同頭からたたき込むこと、この双方が

どの程度実現しているかの認識が鉄道事業の安全認識の全体を形作っていた。中でも後者

の果たす役割は大きかった。そしてこれら要因にリスク認知は吸収されていた。 

並行的な論理は、リスク関連企業のみならず、多くの企業や行政に当てはまると思われ

る。つまり、企業や行政は市民が個人的・社会的な問題解決の対処をゆだねる代理人であ

るということである。たとえば社会保険は、厚生労働省の年金制度の整備によってわれわ

れが老後の事態に対処するのを（不十分ながら）「委ねる」仕組みである。これに代表され

るように、われわれは行政という制度を「事態対処の代理人」とする構図を多く持ってい

る。そしてそれが安全で十全な代理人であると市民に認識されるかどうかは、鉄道事業の

リスク対処の仕組みと同じであるなら、行政に対する安心と信頼によって規定されている

はずである。このことを基本的な視点として、本論を進めよう。 

 

２ 社会関係資本研究と信頼問題 

 

 信頼の問題について、近年研究の突破口を開いたのは、パットナムの社会関係資本論

(Putnam, 1993, 2000)であった。よく知られた彼の論点を二つに整理しておこう。 

第１の論点は、社会への参加が信頼を生む、というものである。ボランタリーな団体へ

の社会参加は、人々の間で不同意やコンフリクトを含む集合的問題に対して、協同して問

題解決する機会を与え、そのことが人々の社会的スキルやリーダーシップ能力、そして異

なる意見に対する寛容性、他者への信頼、社会的な組織や団体の機能への信頼とコントロ

ール感を育む、というのである。行政もまたそうした信頼を獲得する組織の１つである。 

第２の論点は、社会的ネットワークの広さが信頼を生む、とする。ネットワークの広さ

は異質な相手との接触機会を増大させるばかりか、広い社会的資源へのアクセスと新しい

行動の機会を拡大させることで、ダイナミックな社会の変化に対する適応性を育む。広範

にコミュニケーションを行い、経済的な取引や社会的な交渉を行うことは、いかなる他者

が信頼するに足る相手であるかを学習する機会を提供し、他者一般に対する信頼、組織・

団体に対する信頼を形成する経験を積むことになる。 

これらが相互に相まって社会を活性化し、結果として住みよい社会・生産的な社会が生

み出される、とパットナムは論じる。そして、これら要因が核となっている社会的な豊か

さの源泉を「社会関係資本」(social capital)と呼ぶ。パットナムの議論は大きな反響を全
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世界的に巻き起こし、この 20 年弱の間に研究は大きく進んだが、それでも社会関係資本

研究が十分に明らかにしていない問題点を、行政に対する信頼に関連して２点指摘したい。 

 

３ 制度信頼問題の展開 

 

 第１の論点は、「信頼」が一元的構造をしているのではないということである。 

すでに一部言及した通りだが、山岸(1998)は信頼と安心を区別した。つまり、ここで広

く行政への信頼と呼んでいる信頼の内実は実は二重構造になっている。１つは「悪いこと

ができない」構造による「安心」の存在である。行政の当事者が問題行動を起こす可能性

を低くし、それによってサービスの享受者である市民が安心感を持つ構造を作り出すこと

である。より具体的には、法的な規制、有効な罰則、問題状況のモニター（監視）によっ

て、行政が公正で適切な業務を行うという保証の構造である。これを山岸は、サンクショ

ンが存在するために相手がポジティブに振る舞う「安心」であるとする。一方、そうした

制約から離れて当事者を「信頼」する構造も同時に存在する。それは行政官の人間性ない

し責任感にあふれたプロフェッショナルな姿勢に対する信念である。これを狭義の信頼と

呼ぼう。それは制度的なインフラではない。インフラによる規制、罰則の及ばない部分で

も、あるいはそれらを越えて行政官がベストを尽くすだろうという信念である。こうした

狭義の信頼と安心とをまとめた上位概念を広義の信頼と呼ぶ1

このことを先に述べた事態対処の代理人との関連で見よう。その代理人的性質は、社会

保険などでは制度の趣旨からして当然のことだ、という議論もあるだろう。しかしこの性

質に焦点を当てることで、制度の中に制度への安心と信頼の問題がビルトインされている

ことが明確化でき、制度信頼問題をクリアに構造化できるメリットは大きい。 

。特に本論で対象とするのは

広義の信頼の中でも行政に対する制度信頼、つまり行政信頼である。政府を信頼するか、

と一般的に尋ねられた場合の「信頼」がそれである。 

一方で、制度はその仕組みとして、「安心」の仕掛けが施されている。つまり、法や規制

などによって、適切に運用されることが水路づけられており、また外側からそれが監視で

きるという透明さを持つことが期待されている。その透明さと法や規制が制度を代理人と

して機能させる根幹であり、機能する確実性を保証する。 

他方、制度の運用そのものは運用従事者が行う。運輸システムでは運用従事者たる運転

士やパイロットが全く手を触れずに運行できるのが理想だと、エンジニアが言い切ること
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がある。だが、いかに自動化されようとも裁量の余地は生じる。名古屋空港の中華航空機

事故(1994 年 4 月 25 日)では、自動操縦装置とパイロットの意思が着陸を巡って齟齬を来

し、それが事故に直接結びつくという事態すら生じている。これはパイロットから裁量の

余地を奪えば安全に着陸できたはずだ、ということではない。自動化システムが全てを予

測できるわけではないからである。また諸種の事態を予測し、自動化するコストは果てし

ない。これと同様に、安全システム以外の制度においても、制度の運用従事者の関与する

余地は小さくない。行政裁量という概念はそれに対応するだろう。そして社会保険庁の見

事な「裁量」が長年の間に何を生み出したかを思い返せば、行政という制度の運用従事者

には、確実に制度の趣旨を踏まえて行政に関わり、公正さや誠実さに対する高いモラール

を伴いつつ、制度の果実を裁量の中で「正しく」収獲すること、これが求められることを

よく認識できるだろう。制度執行の「代理人」への信頼はここに現れる。代理人は行政の

仕組みの中で「自動的」「機械的に」行政を推し進めるよう求められているのではないので

ある。その 1 つの典型は犯罪などの治安問題や災害被災などのリスク事態に見られよう。

それは行政にとっては日常業務外の事象であり得るが、代理人としての信頼が強く試され

る事態でもある。不測のリスク事態に直面しての不適切な対応は行政にとって致命的であ

り、狭義の信頼を大きく損なう可能性を持つ(小杉, 2007)。また、行政の大きな裁量の余地

は、市民との直接の窓口を持つ現業的な行政サービス部門以上に、行政が国家的・地域的

な政策形成に立ち会う場面に現れるだろう。このことはそうした領域での信頼がより大き

な意味を持つことを示すと同時に、「政治によるコントロール」が政権交代した与党によっ

て叫ばれている昨今の状況的な構図を考えるのに示唆的だろう2

このようにして行政は、特に市民との日常的な接点においては、公共的なインフラの多

くの運営を市民から信託されているのであり、しかも定義上対立的な競争相手を持つこと

なく信託されている。「公僕」とはいえ市民が行政官を罷免する直接的手段を実質的に持た

ない以上、市民との間に非対称性がある。この非対称性のゆえに行政が市民の不信に即応

しない傾向はあろうが、それでも不信表明は行政への監視を強める圧力につながる。だが

それは、翻って監視のコスト上昇、サービス低下を招く悪循環を発生させ得る。つまり、

信頼に頼り得ない部分を制度的整備による「安心」構築で補償するという設計圧力が制度

をより「間違いのないよう」杓子定規に機能させ、「前例のない」不測事態に対応できず、

枠組みからこぼれ落ちてサービスを受理できない市民を生み出し得る。資格認定やサービ

ス申請の書類が煩雑化するなどのように、サービスのコスト自体も増大しがちだろう。 

。 
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この文脈で、行政には「適度の不信が必要」で、その方が民主主義には望ましい、とい

う主張(Newton, 2008)にも注目しておこう。この主張の視線は安心部分を指しており、適

度の不信が監視を動機づけることを意味していると解釈すべきだろう。一方で狭義の信頼

部分で不信が増大することは、広義の信頼の全体像にとって大きな打撃となる。プロフェ

ッショナルとしての倫理性を疑われる行政官というのはその例である。 

なお、山岸は安心と信頼の概念的整理を行い、大きなブレークスルーをもたらしたが、

問題はある。それは「安心」の中身について制度との関連では具体的に検討していないこ

とである。山岸・吉開(2009)では安心を制度的な仕組みとして捉える方向性を示している

が、それでも安心と信頼が排反事象であるかのように捉えている。実際にはそれらは補完

的なものだろう。また安心には、法や規範やルールのみならず、領域によっては物理的な

仕組み（鉄道事業や医療機器なら諸種の安全装置）も含まれることを指摘しておきたい。 

さて、パットナムの第２の問題点に移ろう。それは、人に対する信頼と制度的な信頼の

区別が曖昧な点にある。たとえば、人に対する信頼と政府に対する信頼を概念的に区別し

ようとしたハーディン(Hardin, 2000)は、人に対する信頼には互酬性があるが、政府に対

する信頼には原理的に互酬性が欠けていると指摘している。そもそも「政府から何かをし

てもらった」から市民が「何かをお返ししなければならない」という論理が仮にあるとし

ても、そのことが信頼に結びつくわけではない。こうした点を踏まえて、筆者は両者を次

のような安心と信頼の構造の中でとらえたい。 

まず、人に対する安心は（山岸のロジックの通り）信頼の対象者の置かれた環境の制約

認識から来るものであり、また人からの信頼には信頼を返す互酬性がある。これに対し、

制度に対する安心は制度そのものの構造にビルトインされた制約となる一方（制度設計が

そのようになされる）、制度に対する狭義の信頼は制度の運用者に大きく依存し、制度を信

頼する市民と制度そのものとの間には直接的な互酬性はない。市民が制度を信頼すること

で返ってくるのは、制度の趣旨に沿ったメリットの享受という間接的で道具的に限定され

た互酬である。鉄道なら安全に目的地に到着する、社会保険であれば老後の生活の保障の

一部が得られるということである。そもそも公共機関や公共性の高い企業は、そうしたメ

リットを与えるための制度として形成されており、人はそのメリットの価値を信ずること、

メリットをもたらす制度の運用者を信頼すること、この２点において運用者に対して利益

をもたらすなり、高いモラールに対して報いる構造を持っている3

こうした点が制度への広義の信頼の持つ構造であり、制度はその中で安心と狭義の信頼

。 
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が補完的にバランスをとりながら機能する。そこには実践上、動機づけの問題が発生する。

制度設計において、規制やルール、監視によって制度の運用を厳しくして安心部分を拡大

させることは、制度を外在的な動機付けによって主に動かすことを意味する。つまり制度

の運用者は、ルールによって方向付けられ、過ちを罰せられる恐怖によって制度を動かす。

しかしながら、こうした外在的な動機付けはモラールの低下をもたらす。外在的動機付け

のそうしたマイナス効果は社会心理学では広く指摘されるところである(Pittman & 

Heller, 1987)。外側から突き動かす力は、内在的な動機付けをそぎ落とすのである。逆に

言えば、制度の監視の強すぎるところ、制度設計から漏れるところ、制度の予想しないと

ころ、さらには制度の監視の行き届かないところで、制度はモラール低下の可能性に曝さ

れる。規制でがんじがらめにされて仕事に差し支えるという表現はしばしば耳にするが、

これは効率を生む裁量の余地が不足するときの問題を指摘しているのみならず、モラール

の低下にまで含意がある。モラールの低下は、制度の運用者による制度の趣旨の破壊や、

裁量の誤用や不正や腐敗をときに招く。それは安心による制度制御の限界を示している。

2005 年 4 月 25 日に発生した JR 福知山線脱線事故の貢献要因として、「日勤教育」の問題

が指摘されているが、それは運行に問題を起こした運転士に対する懲罰的な制度が安全第

一の制度目標から逸脱させるバネとなったという点で、制度制御の限界の一例だろう。 

こうしたことは、信頼できる行政官という内発的動機付けの高いプロフェッショナルを

必要とするが、一方で、内発的な動機付けを高めるために裁量の余地を大きくし、監視を

緩め、制度の趣旨を強調するだけでは、制度の隙間で低モラールの行政官が発生したり制

度の運用の歯止めがきかない腐敗を助長させかねない、というジレンマが発生する4

 

。 

４ 検討すべき実証的要因 

 

以上の議論を踏まえて、行政に対する（広義の）信頼の構造を実証的に検討しよう。 

まず紙幅の制約上、広い意味での公的な制度に対する（広義の）信頼は多次元に分かれ

ることを仮定する。これは各種制度に対する信頼として、政党、国会、中央省庁、地方自

治体、公的な機関のみならず、公共的なサービスを提供するメディア・通信・電力・運輸

に関して測定した 10 点尺度を因子分析した結果に基づく(池田, 2007)。そこでは中央の行

政と地方の行政に対する信頼は別次元上にあったため、以下では両者を別途検討する。次

に両者の規定要因を具体化していこう5。 
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狭義の信頼の育成要因 アスレイナー(Uslaner, 2002)は、(狭義の)「信頼が重要なのは、

それが倫理的側面を持つからだ」と議論する。それは「人間性に対する信頼」であり、「人々

を信頼できるかのように扱え」という当為に近いものだと論じ、いくつかの点で実証して

見せた。倫理的な側面が信頼に直結することは技術倫理の研究でもやや姿を変えて主張さ

れている。野城ら(2005)は、技術者は一般に企業（組織）倫理、職能倫理、そして市民と

しての倫理をそれぞれ当為として参照しながら行動するべきだと論じる。これらが衰えた

り、相互にジレンマを来すことが、市民との共通利益を失わせるような技術的な事故や不

祥事への引き金になるという。それは、技術の提供先たる市民からの互酬的な反応や監視

を意識したものではなく、技術者自身の持つ複合的な倫理性が市民の技術者への信頼を育

成する、という視点である。本論では、公共性の高い行政組織に関しても同様の視点が当

てはまると主張したい。公共サービスの倫理、プロフェッショナルな行政官としての倫理、

市民としての誠実な倫理を併せ持った職業倫理を期待できることが、行政官への信頼の基

礎である。たとえば組織の論理に押される中にあってもプロや市民としての倫理観からモ

ノが言える判断力があるとの期待である。このことが（狭義の）信頼を市民の側に育む。 

また、大渕(2005)は「政府に対する信頼」の規定要因として社会的公正感があると指摘

し、実証している。行政の対象が市民全体に対するユニバーサルなものであるとすれば、

そこからズレを来すような行政行為は不信を招く。つまり、公正さは個々の行政官の職能

的な社会的責任の一部でもある。それは公共性ある事業に特有の要因であるため、上記の

技術倫理の概念では不明瞭であり、独立して測定する必要があるだろう。 

以上から、職業倫理と公正感を狭義の信頼の指標として信頼育成要因と呼ぼう6

安心要因 法的な制度や罰則あるいは監視的な仕組みは、行政官が非意図的でも「悪い

こと」ができない行動の制約として機能したり、その行動を水路づけ、コントロールする

仕掛けである。それが「安心」を保証する。したがって、そうした法的・制度的な枠組み

が確保されているのかどうか、また行政の透明性やアカウンタビリティによって安心の枠

組みの作動がチェック可能となっているのかどうか、つまりこれらが安心要因となって広

義の信頼が確保されているか、を検討する必要があるだろう

。 

7

安心をもたらす「ソフトな枠組み」もある。行政の「レピュテーション」の持つ役割で

ある。法的・制度的な拘束力はなくとも、社会的な監視の仕組みとして機能し、安心を高

めるメカニズムである。ネットオークション研究では、レピュテーションこそが取引の相

手を搾取せず、公正に取引する大きな制御要因となっていることが知られている（吉開, 

。 
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2004）。また櫻井（2005）は、企業のレピュテーションの重要性を指摘し、それが企業の

資産価値を押し上げると指摘しているが、その価値を守るために企業は逸脱的な行動を制

約される。同様に、行政に対してもレピュテーションは安心をもたらすと予測される8

能力要因 行政官の能力に対する期待も測定する必要があるだろう。行政官が専門知識

や専門的技能を有するばかりではなく、政策立案能力がどの程度あるかの認識が信頼に大

きく貢献することは広く論じられている（田中・岡田編, 2006）。山岸の概念構成では能力

は狭義の信頼と区別されるが、広義の信頼を実現させる貢献要因ととらえることが可能で

ある。法や規制といった安心の構造や狭義の信頼と並んで、さらに創造的に制度の趣旨を

実現させ得る能力として行政官の能力を検討するのである。 

。 

信頼を増大させるアウトプット的要因 行政への信頼は一種のプラスの期待であり、安

心は失敗しないはずだというマイナス面抑制の期待だが、それらが結果として望まれる行

政を生みだしているかどうかの評価、つまり業績評価はこれら期待に対するフィードバッ

クとして作用するだろう。投票行動研究でよく知られている業績評価要因は政府のパフォ

ーマンスに関する評価であるが、それと同様に行政という制度運用の改善・改悪に関する

業績評価を試行的に考える。具体的には、期待を上昇させるプラス面として行政改革に対

する評価を、マイナス面として行政官の不祥事の認識についてそれぞれ測定し、投入する。 

社会関係資本的な規定要因 パットナムのロジックでは、信頼は社会参加やネットワー

クと相互促進的に機能し、プラスの社会的なアウトプットを生み出すものと考えられてい

た。この視点から社会参加とネットワーク要因を広義の信頼の規定要因として投入する。

また対人的な一般的信頼は制度に対する信頼と正の相関があるとされる(Newton, 2008)。

このことを考慮して対人的信頼の要因を投入する。 

周辺的関連要因 テレビ、新聞、インターネットなど異なるメディアへの接触は、異な

る行政関連情報への接触を意味し得るため関連要因として投入しよう。ファー(Pharr, 

2000)は新聞報道と政治不信の増大との間に統計的な関連性があることを日本のデータで

示唆している。パットナム(Putnam, 2000)はテレビの存在がコミュニティの社会関係資本

を低下させたと疑っている。インターネットのもたらす方向性は不明だが、本研究の基づ

くサンプルはインターネット利用者であることを考慮して、その効果を検討したい。 

最後にデモグラフィック要因もまた、人々の認識を制約し得る大きな要因である。行政

への信頼に世代差があるのはしばしば指摘される(池田, 2006)。また都市規模別の差異があ

るかどうかも興味深い。行政と市民との心理的距離、都市規模別に行政体としての扱いの
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差異（政令指定都市かどうかなど）があるかどうかを検討するのである。人々の暮らし向

きという経済水準の効果も考えられよう。暮らし向きが良いと自己認識する人々は一種の

公正感として現状の社会を正当化する傾向を持つと予測される。 

 

５ 信頼の構造の実証調査 

 

以上述べてきた信頼の構造的規定要因を検討するため、インターネット調査データを分

析する。調査は「行政の信頼性確保、向上方策に関する調査研究委員会」（代表・中邨章明

治大学教授。総務省委託研究）の研究の一環として実施された。調査期間は 2007 年 1月

下旬、調査地域は全国とし、対象条件として男女、年齢 20 歳以上 59 歳までとし、こ

れらと都市規模別で層化し、各セルに対して同サンプル数を割り当てた上で実査した。

対象者は日経リサーチアクセスパネル、対象数は 15,705サンプル、有効回収数（率）

は 4,631サンプル（36.5％）であった（詳しくは池田(2007)）。分析に際しては、上記

各区分の人口比に対応したウェイトを用いた。ただし、いわゆるネットサンプルであ

ることと 60代以上の回答者を含めていない点で、解釈には十分な注意が必要である。 

 

６ 測定調査項目とその単純集計 

 

（１）従属変数 

国と地方というレベルを意識した政治・行政への信頼を４点尺度で測定した。結果は図

表１に示す。３つの事実が明瞭に観察される。第１に「かなり信頼できる」とする市民は

きわめて少なく、政治信頼・行政信頼は絶対値でかなり低い水準にある。第２に、国から

都道府県、市区町村と行政の単位が小さくなるほど、政治においても行政においても信頼

が上昇する。第３に、行政と政治の間の信頼の強度には大きな差がない。わずかに行政信

頼の方が勝るが両者の相関は高い。以下の分析では、関連項目を詳細に取得した国と市区

町村の行政への信頼の２つを従属変数として分析する。 
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図表１ 行政・政治への信頼：レベル別 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

お住まいの市区町村の政治

お住まいの都道府県の政治

国の政治

お住まいの市区町村の行政

お住まいの都道府県の行政

国の行政

1  かなり信頼できる 2  やや信頼できる 3  あまり信頼できない 4  ほとんど信頼できない  

 

（２）独立変数 

職業倫理 信頼育成要因の職業倫理に関して、野城の言う３つの側面を国と市区町村レ

ベルで４点尺度にて測定した。それは、組織倫理（「公務員としての誇りを持っている」、

「公務員として市民に対するサービスを心がけている」）、職能倫理（「社会的責任をよく理

解している」「現場の問題をすみやかに改善・対処できる」「行政として対応すべき行為を

しないような『現場の不作為』を放置しない」）、市民倫理（「市民として誠実な職員が働い

ている」「職員として安心できる人が働いている」）である。結果を図表２に示す。 

 全般的に行政官が高い職業倫理を有するとは認知されていない。職能倫理面で評価は特

に低く、リスク対処能力や不作為を放置しないという点が最低水準であった。また国よ

りも地方行政の方で倫理に優れていると認知されている傾向があった。行政の水準ごと

に行政官の職業倫理尺度を作成した（それぞれ尺度の信頼性αは 0.91, 0.95）。 

 

 

図表２ 行政官の職業倫理認知 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

職員として安心できる人が働いている

市民として誠実な職員が働いている

行政として対応すべき行為をしないような「現場の不作為」を放置しない

問題が起きた場合速やかに改善・対処できる

社会的責任をよく理解している

公務員として市民に対するサービスを心がけている

公務員としての誇りを持っている

職員として安心できる人が働いている

市民として誠実な職員が働いている

行政として対応すべき行為をしないような「現場の不作為」を放置しない

問題が起きた場合速やかに改善・対処できる

社会的責任をよく理解している

公務員として市民に対するサービスを心がけている

公務員としての誇りを持っている

市
区

町
村

レ
ベ

ル
国

レ
ベ

ル

1  そう思う 2  ややそう思う 3  あまりそうは思わない 4  そうは思わない  
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行政の公平性認知 行政に対する社会的公正感の評価は、行政サービスのユニバーサル

性に対する信頼を表す。大渕にならって、個人、国民、地域、職業別の公平性判断を測定

した。国を例として挙げると、国の行政は「あなたのことを公平に扱っていると思います

か」「国民を公平に扱っていると思いますか」「あなたの地域の人たちを公平に扱っている

と思いますか」「あなたのような職業の人たちを公平に扱っていると思いますか」であり、

市区町村の行政についても同様に尋ねた。市区町村の行政に対する公平性評価は４点尺度

で肯定的な回答が４割前後であったが、国の行政に対する評価は２割ほど低かった。回答

は尺度化した（αは各 0.92、0.96）。 

行政機関の安心・監視 図表３のように５項目を複数回答方式で国と市区町村で測定し

た。明らかに既存の制度的な枠組みが不正防止として機能したり、過去の問題の教訓によ

って安心が増大したとは考えられていない。国でも市区町村レベルでもどちらも同意率は

２割を大きく下回っている。一方、安心感をもたらす監視の有効性に関してはかなり否定

的である。多くが監視の目は行き届かず、問題事象についての情報入手は困難であり（平

均７割）、市民の側には問題を見抜く力が十分にないと認識している。これらの傾向は特に

国の行政に対して顕著である。値が大きいほど安心感が低くなる尺度を作成した。 

 

図表３ 行政の不正防止・監視に対する意見 

0% 20% 40% 60% 80%

行政が問題を起こしても、市民の側にはそ

れを見抜く能力がない

行政が問題を起こしても、市民の側にはそ

れを見抜く情報が入手できない

過去に起きた行政上の問題を教訓にして

行政が改善されている

行政に対する監視の目の届かないところ

が､たくさんある

行政の仕事は法令に従い行われる為､職

員の不正は難しい

表 防 視 す 見
市区町村の行政

国の行政

  

行政機関のアカウンタビリティ・透明性 基本的に透明性はきわめて低いと認識されて

いた。ここでも市区町村レベルで評価が高いが、そこで最大だった財政状況の適切な公表

の認識さえ 2 割程度の肯定的評価しか得られなかった。特に社会的責任やコンプライアン

スが適切だという意見は国レベルでは各 4%, 5%でしかない。さらに人員削減状況や苦情

処理の公表、問題発生時の情報提供まで含めた６点の評価項目（複数回答方式）をどれも
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評価しない回答者は国・市区町村のそれぞれで 80%、67%にまで達していた。ここでも行

政機関の透明性の尺度を作成した。 

行政のレピュテーション レピュテーションの効果はいままで十分に測定されたこと

がないために、新規に作成した。行政レベル別に「人々の生活を豊かにしてくれる」(国で

13%が肯定回答、市区町村で 17%)、「人々の役に立ってくれる」(17%, 36%)、「社会に貢

献している」(15%, 19%)、「親しみを感じる」(2%, 20%)など 10 項目を測定した。２割以

上の肯定的評価のあったのは市区町村レベルで４項目あったのみで、全体として評価はお

しなべて低かった。ここでも尺度を作成した。 

行政官能力認知 行政の水準ごとに、職務的な知識・技能・政策立案能力の認知を尋ね

た（回答は複数回答方式で各項目に対してイエス回答をチェックさせた）。ここでは国家公

務員の知識・技能の方が地方公務員より高めに認識されていたが、評価は全体的に低く、

国家公務員の政策立案能力が十分とする回答は２割に満たず、市区町村では１割にすら満

たなかった。行政の水準ごとの能力認知尺度を作成した。 

行政の業績評価 プラスの業績評価である行政改革評価について行政の効率性の改善

と政策立案能力の改善を尋ねたが、４点尺度で肯定的回答は２割前後である。尺度を作成

した。マイナスの業績評価たる不祥事については、政治家、国家公務員、地方公務員のそ

れぞれにおいて不祥事が多いとの認識があると思うかどうかを尋ねた。この順番で 92%、

73%、64%が不祥事を多いと認識していた。不祥事の認識尺度を作成した。 

社会参加・政治参加、ネットワーク、対人的信頼 社会参加については、もっとも一般

的な社会参加項目、近隣での社会的活動に関する参加項目、既存の政治参加項目を用いて、

３つの尺度を作成した。ネットワーク項目は「ポジション・ジェネレータ」(Lin, 2001)を

用いて社会階層の広い範囲に知人がどの程度分散しているかを測定した（ネットワークの

階層的多様性尺度と呼ぶ）。対人的信頼については「ほとんどの人は信頼できる」など５項

目の関連項目の因子分析の結果から、一般的対人信頼に該当する因子を採用した。 

メディア接触関連変数 新聞、テレビメディア、インターネット系統のメディアに分け

て尺度を作成した。テレビメディアではテレビニュース、週末の報道バラエティを含めた。 

 

７ 行政への信頼を規定する要因の分析 

 

国・市区町村の行政２レベルのそれぞれを従属変数とした順序ロジット分析を行った。 
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独立変数の大カテゴリーとしては、デモグラフィック要因及び行政熟知度（行政の組織・

体制、施策、公共サービス、日常業務について「知っている」という主観的尺度）、信頼育

成要因（職業倫理、公正感）、安心要因（安心・監視、透明性認知、レピュテーション）、

行政官能力認知、業績評価、社会関係資本要因、メディア接触を投入した。結果は図表４

に示す。国の行政信頼に対する説明力は 25%、市区町村レベルでは 27%とまずまずの数値

である。なお、従属変数間の相関は高く 0.54 であった。 

 

図表４ 行政の信頼の規定要因：順序ロジット分析 
図表 　行政 信頼 規定要因 順序 ッ 分析

従属変数→　

回帰係数 回帰係数

性 -0.134  -0.072  

年齢 0.015 *** 0.012 **
教育程度 0.089  0.036  

暮らし向き総合尺度 0.177 *** 0.133 ***
居住都市規模 0.004  -0.020  

行政熟知度 0.043 * 0.065 ***
職業倫理：行政レベル別 0.211 *** 0.246 ***

行政の公正感：行政レベル別 0.189 *** 0.164 ***
行政の安心・監視：行政レベル別 -0.027  0.033  

行政の透明性：行政レベル別 -0.034  0.105 **
行政のレピュテーション：行政レベル別 0.273 *** 0.136 ***

能力 行政官能力認知：行政レベル別 0.031  -0.141 *
行政改革評価 0.243 *** 0.133 **

行政不祥事認知 -0.053  -0.104 *
一般的対人信頼 0.080 + 0.158 ***

社会参加 -0.004  0.008  
近隣活動参加 0.028 + 0.047 **

政治参加 -0.039  -0.012  
ネットワークの階層的多様性 0.014  -0.011  

新聞購読紙数 -0.017  -0.025  
テレビ政治情報接触源数 0.023  -0.126 **

ネット政治情報利用度 -0.007  -0.018  
カットポイント１ 3.922 *** 3.273 ***
カットポイント２ 7.529 *** 6.737 ***
カットポイント３ 12.891 *** 11.758 ***

N 3851 3840
擬似決定係数 0.2539 *** 0.2734 ***

ｐ値 .05<p=<.1 +, .01<p=<.05 *, .001<p=<.01 **, p=<.001 *** 
擬似決定係数はウェイトなしの計算時の数値による

市区町村行政信
頼度

デモグラ
フィック要
因および

知識

信頼育成
要因

安心要因

業績評価

メディア接
触

社会関係
資本要因

国の行政信頼度

 
いくつかの要因の効果が明瞭である。第１に信頼育成要因の効果である。論じたように、

制度的にどんな規制や罰則があったとしても、行政官の高いモラールと倫理観、そして公

正性の認識こそが広義の信頼の強い規定要因であった。これらはブートストラップ法(500

回繰り返し)による誤差の推定を行っても、国、市区町村レベルともに安定して有意な効果

を示していた。他の要因を一定とした効果を数値で示すと、国レベルで職業倫理の評価が

最小のグループでは国の行政を信頼する率(かなり＋やや信頼できるの計)が 3%であるの

に、最大グループでは 46%に達した。同様に市区町村レベルでは 7%と 83%の大きな差異

があった。公正さでは国レベルで最小群と最大群の差異 31%、市区町村レベルで 40%に達
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した。 

第２に、その一方で安心要因の効果はやや不透明である。行政内部の監視や透明性が明

瞭には効いていない。わずかに市区町村の行政に対して透明性が高いほど信頼が高まる効

果が見えるのみである。このように制度的な仕掛けの効果がよく見えない一方で、レピュ

テーションという行政外部の社会的統制の効果は明瞭だった。 

次に、行政官の能力認知は市区町村レベルでマイナスの効果を持っていた。能力が高く

認知されているほど疎遠で不親切に見えるのか、信頼は下がった。国レベルではこの効果

は見られない。透明性の効果も含め、これらは身近な経験に左右される要因である可能性

があり、見聞きする機会の多い行政レベルであるために効いてくる可能性があろう。 

行政改革の業績評価は明瞭で、基礎データは評価の全般的低さを示していたものの相対

的に評価が高ければ行政信頼は高まる。一方で不祥事に関しては、市区町村レベルで不祥

事が少ないと認知するほど信頼は上昇した。これも行政の親近性のなせる効果だろうか。 

なお、社会関係資本関連要因は対人信頼が行政信頼にプラスの関連性を持っていた。他

方、参加やネットワークの要因の効果は小さく、近隣の活動が同レベルでの行政の信頼（市

区町村行政信頼）にプラスとなっていた。メディア接触の効果は不明瞭で解釈しにくいの

に対し、デモグラフィックな要因の効果はいくつか明らかで、年齢が高いほど、暮らし向

きの良いほど、行政を熟知しているほどどちらのレベルでも信頼は上昇した。 

 

８ 考察と結論 

 

本稿では、行政信頼の構図の中の安心・監視的な要素と倫理的な要素、および対人的信

頼と制度信頼の区分の必要性を強調し、全国ベースのインターネット調査で実証を試みた。 

単純集計結果を見ると、行政官の職業倫理、公平性には低い評価しか与えられておらず、

国レベルでそれは特に顕著であった。安心・監視的な視点からは、市民に安心感をもたら

すはずの制度的な枠組みがよく機能しておらず、制度が不正を防止したり、監視の目が行

き届いているとは認識されていなかった。これに加えて行政の透明性はきわめて低いと認

識され、行政のレピュテーションもそれほどではないにせよ低いことが否めなかった。 

次に、行政信頼を従属変数とした多変量解析を行ったところ、狭義の信頼育成要因たる

職業倫理や公正感が行政信頼を増進させる効果は明白であった。またソフトな安心要因で

あるレピュテーションの評価も信頼を増大させる大きな効果があった。 
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一方、行政の安心要因に関しては結果は明瞭ではなかった。その原因は２つ考えられよ

う。第１は、ここで測定した行政信頼が狭義の信頼を含意していた可能性である。これは

データの制約上、可能性を指摘するにとどめる(注７を参照)。第２は、安心はそこに存在

するだけで広義の信頼を高める、というものではないのではないか、という論点である。

行政を規制し監視する仕掛けそのものは、行政が制度として成り立つ際に必須である。換

言すれば安心システムはデフォルトで存在すべきものである。そうした中で単純集計結果

に見るように、監視も透明性も不足だとの評価が一般的なのは、存在して当然のものが十

分になく評価が低いこと、つまり当然の安心要因が欠如しているとの認識を示している。

このために、その不足分を市民は信頼要因によって補って認識していると解釈が可能かも

しれない。広義の信頼を形成するのに、安心レベルが高ければ行政官のモラールで補う余

地は相対的に小さくなるが、安心レベルが低ければデフォルトで存在すべき監視や透明性

に頼ることはできず、モラールや公正感といった人的な信頼要因の相対的な強度が高まる、

という関係である。言い方を変えれば、安心要因の効果が弱いと実証されたから監視や透

明性を気にする必要はない、行政を統制する意味は小さい、ということにはならない。む

しろこれら効果の欠如こそ、行政官というプロの倫理・公正感に頼らざるを得ない、しか

し一方でこうした倫理も公正感も評価自体は決して高くはない、というジレンマ構造が見

える。この解釈が適切かどうかは、当然他の実証的な研究を必要とする。 

なお、デモグラフィック要因の効果は、行政が定義上ユニバーサルなサービスと公正さ

を掲げているため、効果のないことが良報となる。性・教育程度・居住都市規模で差のな

いことはそうしたプラスの意味を持つ。年齢の差異は年齢が高いほど権威に肯定的になる

傾向を示しているのみであるかもしれない。一方、暮らし向きの程度による差異は、豊か

な市民が社会に満足しやすい一般的傾向を考慮しても、社会的に豊かな層に行政は肩入れ

をしすぎていないか、注意の必要があることを示している。 

論文を閉じるにあたって、なぜ中央の行政より地方行政の方に信頼が高いのか、その要

因を指摘したい。まず中央の行政の方がより監視困難であり行政の透明性も低いと市民に

認識されているが、これらは信頼への強い貢献要因ではなかった。その一方で国の行政に

対する方が地方行政より行政改革やレピュテーションの効果が大きく、しかもそれらの評

価がもともと低調であったがために、国の行政評価全体が引き下げられている。これが国

の行政の評価の方を低くしているメカニズムだろう。 

以上、本論は「事態対処の代理人」という概念をキーとして行政信頼の構図を明らかに
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すべく努めた。行政の評価が安心要因でも狭義の信頼要因でも低いという問題の中で、狭

義の信頼要因の持つウェイトの重さに関して、さらに追求することが望まれる。 

 

註 

                                                   
1 鉄道事業や医療などリスク関連事業では「安全」と呼ぶこともできるだろう。 
2 本論で検討する行政信頼は、政策目標の追求に対する信頼ももちろん含意として含まれ

るが、分析的には調査データ設計上、市民との直接的な接点における行政信頼がより念

頭に置かれているように思われる。今後この差異は明示的に検討の対象になるべきもの

だろう。 
3 なお、制度の運用者への狭義の信頼と制度全体に対する広義の信頼とは直接的に連動す
るわけではない。広義の信頼は安心によっても規定されるのみならず、運用者と制度の
間にもう一つクッションがある。たとえば、信頼できる行政官に接してある行政組織の
イメージが改善し、その信頼度が高まるということはあるかもしれない。しかしそれは
必然的な推移ではない。信頼できる行政官は「ダメな行政」の例外と認識され得るから
である。 

4 なお、パットナムが指摘していない点としてさらに「行政」の範囲の問題が挙げられる
だろう。行政の範囲の認識は行政への信頼では問題化し得る。小林(2007)の分析によれ
ば、行政の守備範囲の専門的理解と一般市民の範囲的理解は重ならない。市民の方がは
るかに広い範囲を行政の責任範囲とみなしがちであることが実証されている。またこれ
とは別に、イデオロギー的な視点からも行政の範囲の認識はズレることが予想される。
リパブリカニズムと社会民主主義では、社会的な事象のどこまでを政府や行政が関与す
る対象と設定するかに大きな差異がある。このことは行政への不信や不満が行政範囲の
認識のズレによって生じ得ることを意味している。 

5 本論では、信頼を独立変数とする分析については対象としない。代表的には、政治参加
や社会参加の規定要因としての信頼については、対象としない。また下記の調査では、
都道府県の行政信頼も測定していたが、独立変数が十分でないので結果は割愛する。 

6 広義と狭義の信頼を区別することは直ちに測定の問題を引き起こす。本論では「行政を

信頼しますか」と漠然と尋ねることで「広義の信頼」をとらえると仮定するが、それは

心理的な文脈によっては狭義の信頼と受けとめられる可能性を捨てきれないだろう。信

頼を尋ねられて行政官のプロフェッショナルな態度だけを想起するなどのことである。

しかしながら基本的にはこの質問はそうした態度に限らず、法の規定に基づいて市民の

監視を受けつつ全体として行政が市民に対して能動的に適切なサービスを展開している

と認知するかどうかの判断を求めているのだ、と解釈して本論以後の分析を行う。それ

でも広義－狭義の信頼の曖昧さは残ることをここでは記憶しておきたい（安全に関わる

メディアの報道でもこの曖昧さは生じている）。なお国際比較上、信頼の尺度はここで用

いるような「～を信頼しますか」で共通していることも、この尺度を用いる一つの理由

である。 
7 行政監視のチェックの結果として何らかの不十分さが発見された場合に市民の側で行政

に修正を迫る行動が可能だと考えているのかどうかという、行政に対する有効性感覚の

１つの要因だが、下記の分析では対応する測定がなされていないため省略する。 
8 山岸(1998)は、レピュテーションの持つ統制機能と情報機能を区別している。本論で扱

うのは統制機能の方である。情報機能は、信頼できるのは誰か、という情報を示すこと

で機能するが、それは行政には限られたケースのみで当てはまろう。我が国では移住に

よって国を選択する余地は低いと認識されるなど、国の行政は必ずしも評判を聞きつけ

て選択する対象ではない。一方、地方行政では、たとえば保育園の評判や安い地方税が

自治体の選択にレリバンスを持つ点で、情報機能も作用し得るだろう。 
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第２章 アジアにおける政府の信頼 

 

小池 治 

 

 東・東南アジアの国々は、20 世紀の終わりに“奇跡”と呼ばれる経済成長を達成した。

だが、民主化はいっこうに進展せず、合理的で効率的な行政の構築もなされていない。そ

れにもかかわらず、政府に対する人々の信頼は高く、行政に対する満足度も高い。その一

方で、先進国では豊かな国民生活とは裏腹に、政府に対する国民の信頼は低下を続けてい

る（ナイ他、2002）。各国政府は、信頼を取り戻すために行政改革に取り組み、1990 年代

からは市場競争原理と民間経営手法を公共部門に適用する NPM（New Public 

Management）の積極的導入を図っている（菊地 2008）。アジアの国々もまた、1997 年

の金融危機でガバナンスの脆弱性が指摘されて以降、積極的に NPM を導入する姿勢をみ

せている。だが、そうした努力にもかかわらず、アジアの行政の非効率さや不透明さはほ

とんど改善されていないのが現状である。 

改革のステップを考えれば、アジア諸国は NPM よりもまずは合理的で合法的な官僚制

の確立に努めるべきである。しかし、アジアの指導者たちはきわめて戦略的に NPM の改

革手法を選択的に取り入れ、権威主義体制の維持を図ろうとしているようにみえる。 

 ここでは、アジア諸国における政府への信頼をキーワードに、アジアにおける行政改革

の特徴とその課題を検討することにしたい。1

 

 

１ アジアにおける政府への高い信頼 

 

 アジアという場合、地理的には東アジア、東南アジア、南アジア、西アジアまでが含ま

れるが、ここでは東・東南アジアを中心に考察を行う。ここには、1970 年代以降、権威主

義体制のもとで奇跡的な経済成長を達成した国が集まっている。そうした国々の模範とさ

れたのは日本だが、いまでは東・東南アジア地域が「東アジアモデル」として注目されて

いる（World Bank 1993）。 

政府の信頼度については、いくつかの世論調査データからその傾向を把握することがで

きる。ここでは、それらのなかからアジア・バロメーターと世界価値観調査のデータを利

用する。前者は、猪口孝によって 2002 年に提唱され、東アジア、東南アジア、南アジア
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及び中央アジアを対象に 2003 年から実施されている。その特長は、普通の人々の日常生

活に焦点を当てていることにある。2

 

2003 年のアジア・バロメーターの調査では、軍隊、

法制度、政府、地方自治体、NGO、労働組合、マスコミなどの制度に対する信頼（trust）

を尋ねている（猪口ほか 2005）。その回答のなかから、「政府」に対する信頼を抜き出し、

政府に対して「非常に信頼感を持っている」とした回答の割合と「やや信頼感を持ってい

る」という回答の割合を合計したものが、表１である。具体的にみると、中国とマレーシ

アがそれぞれ 91％、タイが 86％、インドが 78％と、きわめて高い数値を示している。そ

れに対し、日本と韓国では政府に対する信頼感は極端に低く、その割合は日本が 18％、韓

国は 22％にとどまっている。 

表１ 制度に対する信頼感：政府 

 

出典：：:猪口他（2005）「アジア・バロメーター（2003）」のデータより筆者作成。 

 

同様の傾向は、ミネソタ大学のR.イングルハートらが行っている「世界価値観調査

（World Values Survey（WVS）」でも確認できる。2005－2008 年の同調査のデータから

算出された政府の「信用度（Confidence Index）」3によれば、アジアで最も政府の信用度

が高い国はベトナム（194.0）であり、以下、中国（180.0）、マレーシア（150.9）、イン

ドネシア（111.5）、インド（107.9）、フィリピン（101.8）、韓国（91.4）、タイ（77.2）、

日本（64.4）となっている。タイの指数が低くなっているが、これは 2006 年の軍事クー

デターが影響しているものと推測される。WVSの「信用度」は、回答のなかから「大いに

信用できる」の割合と「やや信用できる」の割合を合計し、そこから「あまり信用しない」
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と「全く信用しない」の割合の合計を引いて、100 を足したものである。したがって、100

以上の場合、国民の過半数が政府を信用しているといえる。タイの不安定な状況は特別に

配慮する必要があるが、ここからも日本と韓国を除くアジアの国々では、政府が信用され

ていることがわかる。 

日本と韓国の政府の信頼の低さについては、別に研究が行われているので（ファー 2002;

田中・岡田編 2006; 大山 2007）、ここではあえて言及しない。両国における政府の低い

信頼は、欧米の多くの先進国と共通する部分が大きく、他のアジア諸国とは一線を画して

いるとみることができる。  

では、日本・韓国以外のアジアの国民は、政府のどのような点を信頼しているのであろ

うか。アジア・バロメーター(2003)では、民主主義への満足度についても尋ねている。そ

の回答を国別に満足度の高い順（回答のなかから「非常に満足」と「どちらかというと満

足」を足した数字）に並べると、タイ（75％）、マレーシア（74％）、インド（68％）とな

り、中国（30％）、韓国・日本がともに 18％となっており、中国・日本・韓国以外の国で

は高い満足度となっている。 

 

表２ アジア・バロメーターに見る政府の対応度評価 

日本 韓国 中国 

犯罪 23 行政サービスの質 41 少数民族問題 85 

環境問題 23 宗教対立 41 宗教対立 83 

人権問題 22 人権問題 32 移民の問題 69 

行政サービスの質 20 移民の問題 27 行政サービスの質 66 

宗教対立 14 環境問題 22 経済 62 

移民の問題 13 少数民族問題 21 環境問題 61 

少数民族問題 12 犯罪 20 人権問題 56 

経済 9 経済 12 犯罪 55 

政治腐敗 5 政治腐敗 8 政治腐敗 31 

失業 5 失業 5 失業 30 
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表２ アジア・バロメーターに見る政府の対応度評価（つづき） 

マレーシア タイ インド 

宗教対立 86 経済 88 経済 58 

経済 85 行政サービスの質 75 移民の問題 56 

少数民族問題 82 人権問題 67 人権問題 51 

行政サービスの質 74 政治腐敗 61 行政サービスの質 45 

環境問題 74 宗教対立 57 環境問題 39 

移民の問題 72 環境問題 57 宗教対立 34 

人権問題 71 少数民族問題 56 少数民族問題 32 

失業 52 犯罪 52 犯罪 20 

犯罪 50 失業 42 政治腐敗 19 

政治腐敗 40 移民の問題 39 失業 17 

＊回答の中から「非常に良く対処している」及び「まあ良く対処している」の数字を合計したもの。 

出典：:猪口他（2005）「アジア・バロメーター（2003）」のデータをもとに筆者作成 

 

また、同じくアジア・バロメーター(2003)から、政府の対応度をみると、マレーシア、

タイ、中国では、経済、行政サービスの質、少数民族問題、宗教対立、移民問題に高い評

価を与えていることがわかる。経済については、マレーシアでは 85％、タイでは 88％、

中国では 62％が「非常に良く対処している」ないし「まあ良く対処している」と回答し、

行政サービスの質については、マレーシアでは 74％、タイでは 75％、中国では 66％が高

い評価を与えている。それらに対して、日本では経済が８％、行政サービスの質は 20％と

かなり低い数字となっている。韓国では経済は 12％だが、行政サービスの質については

41％が高い評価を与えている（表２）。 

これらの数字は、アジアにおける政府への信頼を説明する手掛かりとなる。まず目をひ

くのは、経済に対する評価の高さである。日本・韓国以外の国の人々が自国の経済的豊か

さを実感できるようになったのは最近のことである。これらの国々の人々には貧困の記憶

がまだ生々しく残っている。こうした人々にとって経済成長を導いた政府は、たとえそれ

が腐敗していようとも、信頼に値するものなのであろう。また、行政サービスに対する高

い評価は、民主化のうねりのなかで、政府がその権威を維持するために国民へのサービス
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を重視していることをうかがわせる。 

他方で、少数民族問題や宗教対立、移民問題への評価は、強い国家・権威的な政府への

信頼を物語っている。開発独裁の終焉は、東アジア・東南アジアに政治的な不安定をもた

らした。アジアでは東チモールの独立やスリランカの民族対立に象徴されるように、民族

問題や宗教対立が激化する一方、経済ブームに沸く国では移民労働者の増加が社会問題を

引き起こしている。そうした問題に対する政府の強い姿勢は、少数派からは批判されるが、

多くの国民はそれを支持しているようである。 

 

２ アジアにおける民主化の進展 

 

アジア・バロメーターとWVSの調査データは、日本と韓国を例外として、多くのアジア

諸国において政府に対する国民の信頼度や満足度がきわめて高いことを明らかにした。民

主主義についても、日本・韓国・中国を例外に、アジアの人々は高い満足を感じている。

民主主義に対するポジティブな評価は、East Asian Barometer やギャラップ調査でも確

認することができる。4

世界銀行では、D.カウフマン（Daniel Kaufmann）を中心とする研究グループが 1990

年代半ばからガバナンスの評価指標の設定に取り組み、1996 年からガバナンス指標を発表

している。ガバナンス指標は 35 種類の異なるデータ源からのデータを集めて処理したも

のであり、212 国をカバーしている。ガバナンス指標としては、「発言の自由と説明責任

（Voice and Accountability）」、「政治的安定と暴力・テロがないこと（Political Stability 

and Absence of Violence/Terrorism）」、「行政の有効性（Government Effectiveness）」、「規

制の質（Regulatory Quality）」、「法の支配（Rule of Law）」、「腐敗防止（Control of 

Corruption）」の 6 項目が設定されている。

ただし、信頼や満足はあくまで主観的なものである。客観的にみれ

ば、日本・韓国とそれ以外のアジアの国々では、民主主義の成熟度や政府の行政能力につ

いて大きなギャップがあることはいうまでもない。では、アジア諸国の民主主義はどのよ

うな段階にあるのだろうか。ここでは、世界銀行が発表しているガバナンス指標を取り上

げ、各国の状況を確認しておこう。 

5

 

各項目における評価は、-2.5～2.5 の値で示さ

れており、値が高いほど良いガバナンスということになる。 
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表３ 世界銀行ガバナンス指標によるアジアのガバナンスの状況 

 
発言の自由

と説明責任 

政治的安定・ 

暴力やテロ

がないこと 

行政の有効

性 
規制の質 法の支配 腐敗防止 

中国 -1.7 -0.33 0.15 -0.24 -0.45 -0.66 

インド 0.38 -1.01 0.03 -0.22 0.1 -0.39 

インドネシア -0.17 -1.13 -0.41 -0.3 -0.71 -0.72 

日本 0.93 1.02 1.32 1.05 1.39 1.2 

韓国 0.66 0.45 1.26 0.88 0.82 0.36 

マレーシア -0.55 0.2 1.07 0.53 0.53 0.19 

フィリピン -0.17 -1.38 -0.01 -0.13 -0.59 -0.79 

タイ -0.61 -1.07 0.16 0.11 -0.06 -0.44 

出典：Kaufmann, Kraay, and Mastruzzi (2008). Governance Matters VII: Aggregate and Individual 

Government Indicators 1996-2007.のデータをもとに筆者作成。 

 

表３は、2008 年に発表された Governance Matters VII から、日本を含むアジア主要国

のガバナンス指標６項目のデータを取り出し、一覧表にまとめたものである。全体的にみ

ると、日本と韓国のガバナンスの良さが突出しているのがわかる。両国に続くのが、東南

アジアの優等生といわれるマレーシアである。マレーシアは、「発言の自由と説明責任」を

除くすべての項目で高い評価となっている。インドは、「発言の自由と説明責任」「行政の

有効性」「法の支配」がプラスで、タイは「行政の有効性」と「規制の質」がプラスとなっ

ている。タイは、2006 年までは「法の支配」がプラスだったが、2007 年にはマイナスに

転落している。中国は「行政の有効性」を除くすべてがマイナスであり、とくに「発言の

自由と説明責任」は-1.7 と非常に低い数値となっている。インドネシアとフィリピンはす

べての項目がマイナスだが、とりわけ「政治的安定と暴力・テロがないこと」と「腐敗防

止」の数値が低くなっている。 

以上のことから、おおよそ次のようなことを指摘できるであろう。信頼とガバナンス指

標の関係と密接な関係にあるのは、「発言の自由と説明責任」と「行政の有効性」である。

「発言の自由と説明責任」が確立されている国では、政府の情報公開や報道の自由が確保
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され、国民は政府を主体的かつ客観的に評価することができる。この点で高い評価が与え

られているのは、日本、韓国、インドである。そしてインドを別として、日本・韓国では

これらの国ではおしなべて政府に対する信頼は低い数値となっている。逆に、それら以外

の国では「発言の自由と説明責任」がマイナスであるにもかかわらず、政府や公的制度に

対する信頼が高いということになる。このことは、民主化によって民主主義の到来した

国々において今もなお、国民の多くが政府の権威に対して“従順”であることを示唆して

いる。発言の自由が制限されているところでは、政府に対する批判的な報道が規制されて

いる。そうした情報が制限されている国では、政府を信頼すると答える以外に選択肢がな

いということもあり得る。 

一方で、「行政の有効性」については、インドネシアとフィリピンを除くすべての国で

プラスとなっている。これはアジア諸国において行政サービスの質が改善されたことを示

している。このこととアジア・バロメーターの「政府の対応度」及び「満足度」の数値を

重ね合わせてみると、政府の対応やサービスに対する満足の高さが、政府に対する信頼を

高めているとみてよさそうである。実際にも、アジアの各国政府は、民主化よりも行政サ

ービスの向上を優先させてきた。1990 年代には行政における QC（品質管理運動）が各国

でブームとなり、90 年代後半からはシチズンチャーターの導入や行政サービスセンターの

設置などが積極的に進められている。 

他方で、あまり進捗がみられないのが「法の支配」と「腐敗防止」である。日本・韓国・

マレーシア・インドがプラスだが、それ以外はすべてマイナスである。汚職や腐敗が横行

する状況は、表には載せていないが、カンボジア、ベトナム、ラオス、ミャンマー、バン

グラディシュにおいてはさらに悪い数値となっている。6

以上のようなアジアの捻じれたガバナンスの現状は、民主化の洗礼を受けた現在もなお、

腐敗した官僚権威主義が生き続けていることを示している。L.カリーニョは、「アジアでは、

信頼に値しない政府が信頼されている」（Cariño 2007）と述べているが、アジアの人々は

自分たちの政府が信頼に値しないものかどうかもわからないまま信頼を与え、限定的な行

政サービスに満足し、足元のおぼつかない民主主義に満足しているのである。 

 

 

３ アジアの開発主義と「アジア的価値観」 

 

以上のことは、アジアにおいては、政府への信頼の高さと民主主義のあいだにほとんど
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関係がないことを示している。「東アジアモデル」は経済成長と民主主義のあいだに直接の

関係がないことを示したが、政府に対する信頼についても同様の関係を指摘することがで

きる。 

では、政府への信頼と経済成長の間には有意な関係があるのだろうか。信頼について国

際比較を行ったフランシス・フクヤマは、日本を高信頼社会と呼び、社会的協調力の高さ

が市場経済を成功に導いたと論じている（Fukuyama 1995）。だが、東南アジアの国々に

ついては、このテーゼは当てはまりそうにない。「世界価値観調査（WVS）」では、人々の

間の信頼関係についても調査を行っている。7

おそらく、アジアにおける政府の信頼と経済成長の関係をもっとも適切に説明するのは、

「東アジアモデル」の場合と同様に、開発主義国家の権威と権力の存在であろう。アジア

の独裁政権は、「アジア的価値観」を唱えて社会の諸勢力の動員を図り、言論を統制して民

主的勢力を弾圧した。そのもとで国民は、権威主義体制こそが家族の経済的繁栄をもたら

すと信じ、また政府もそれに応えることで、国民の支持と信頼を獲得していった。その体

制下で教育された国民は、政府を疑うことを知らない。そして行政サービスの一方的な消

費者である国民は、自律的に結社をつくることにも消極的である。 

それによれば最も高い信頼度を示しているの

は中国（120.9）であり、以下ベトナム（104.1）、タイ（83.1）、日本（79.6）、韓国（56.9）、

インド（52.5）、マレーシア（17.7）、インドネシア（16.9）となっている。これは、人々

のあいだの信頼関係だけでは、東南アジアの経済成長が説明できないことを示唆している。 

もっとも、「アジア的価値観」なるものの内容が必ずしも自明ではないことに注意する必

要があろう。一般的に「アジア的価値」の中心にあるのは、家族への尊敬、権威への服従、

滅私奉公などとされる（猪口／カールソン 2008:7）。ただし、その意味内容は、儒教の影

響が強く残っている日本や中国、カソリック教徒が大半を占めるフィリピン、イスラム教

徒が大半のマレーシアやインドネシアでは異なり得る。しかし、ここで指摘したいのは、

その内容よりも、アジア的価値観なるものが、権威主義支配を正統化するためのレトリッ

クとして戦略的に利用されたことである。ブロンデルと猪口孝は、アジアの国々の家族主

義は、西欧よりも弱いと指摘する（ブロンデル／猪口 2008）。そうであるがゆえにこそ、

開発主義国家は、「家族」や「共同体」の価値を強調し、国民をナショナリズムへ誘導して

いったのである。例えば、インドネシアにおける PKK（家族福祉育成運動）は、こうした

目的のために官が仕掛けた社会運動のひとつとみることができる（倉沢 1998）。独裁政権

による「家族」や「共同体」の強調は、たとえそれが疑似的なものであったにせよ、自律
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的な個人や自律的な中間団体の結成を妨げる役割を果たしたことは間違いない。 

しかし、ひとたび開発独裁の不正が暴かれると、国民の怒りはたちまち国民的な運動へ

と発展し、1990 年代末までに「アジア的価値観」は開発独裁とともにアジアから消えてい

った。代わりに新しい政治指導者たちは「民主化」「経済成長」「多文化主義」などをスロ

ーガンにかかげ、政党組織を巧みに利用して大衆を動員するようになった。末廣昭は、「21

世紀に向けて、アジア諸国は『ポスト開発の時代』ではなく、逆に本格的な『開発の時代』

を迎えようとしている」と指摘したが（末廣 1998）、まさにその通りとなったといえよう。

その結果、アジアでは民主的な手続きによる政権と官僚権威主義が共存する一種の混合体

制が定着することになった。権威主義体制については、開発が進めば、社会構造が多様化

し、中産階級が増えて、遠からず政治体制は民主化するとされてきたが、アジアはその図

式のとおりには進んでいない。岩崎育夫は、「アジアの中産階層は権威主義的な政治体制の

もとで進められた開発の推進者であると同時に、その成果の最大の受益者である」と述べ、

「一般的には政治にはアパシーな態度を示す」と指摘している（岩崎 1998）。これは、ア

ジアにおいてはミドルクラスが民主主義の担い手になるとはかぎらず、むしろ体制の協力

者になりやすいことを示唆している。民主化の推進には政府から自律した中間団体が必要

になるが、そうした団体はアジアではまだ弱い存在にとどまっている。アジアにおける「市

民社会（シビルソサエティ）」については、すでに多くの研究が存在するが、アジアの各国

のコミュニティ組織や市民団体はきわめて多様であることに注意しなければならない（佐

藤寛編 2001; .Schak 2003; Alagappa ed. 2004; Lee ed. 2004; 竹中ほか編 2008）。各国に

は伝統的な組織から権威主義体制下に作られた組織、さらには近年の NPO/NGO に至るま

で実に多様な組織が存在しているおり、そこにパットナム的な「シビルソサエティ」の概

念を持ち込むことには十分に慎重である必要がある。 

 ただし、政府の信頼との関係に関しては、新興ミドルクラスが政府への信頼に一役買っ

ていることは確かなようである。経済的な豊かさを基本価値とするミドルクラスは、消費

や家族の生活の質にかかわる問題には敏感だが、貧困や少数民族問題のような他人の問題

には無関心である。いまアジアの主だった都市には次々に巨大なショッピングモールが建

設されている。その近くには悲惨なスラム街が存在するものの、ミドルクラスは消費主義

に没頭し、貧困問題には目もくれない。各国の国民の民主主義に対する満足度が高いこと

を想起されたい。ミドルクラスが求める民主主義は多数派に利益をもたらす制度としての

民主主義であり、少数派の権利を守るためのものではないのである。 
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４ ポスト開発独裁の行政改革 

 

 最後の論点は、アジア諸国における行政改革の動向と政府の信頼との関係である。アジ

アにおける行政の特徴の一つは、経済成長を遂げたにもかかわらず、いまだに合理的な官

僚制が構築されていないことである。開発独裁時代に各国は中央集権の官僚権威主義体制

を構築し、表面的には近代型の公務員制度を整えた。だが、そこではガバナンスの基本を

伝統的な社会規範に依拠したためにメリット主義が根付かず、情実人事や汚職が蔓延する

ことになった（小池 2003）。 

 この前近代的な行政制度にようやく改革のメスが入るのは、民主化運動が活発化し、独

裁政権が終わりを告げる 1990 年代からである。行政改革の推進プロセスは国によって異

なるが、メリット主義の確立、公務員の削減、国営企業の民営化、規制緩和、公共サービ

スの改善、腐敗防止、地方分権の推進等を盛り込んだ行政改革の計画がアジア諸国でも次々

に策定されていった。ただし、これらの改革は民主化の進展に伴う内発的なものというよ

りは、「外圧」の影響を強く受けたものであった。アジア金融危機に際して、世界銀行や

IMF、アメリカなど先進国の開発援助機関は、援助の条件として、統治における法の支配

や透明性の確保、国営企業による独占の排除や開放的な市場経済を実現するための規制緩

和などを要求した（小池 2001）。それらは経済合理性を主張する NPM の理念に沿ったも

のであったが、「ワシントンコンセンサス」と呼ばれる新古典経済学に依拠した開発経済論

とも理念を共有するものであった。要するに世界銀行や IMF、そして先進諸国の援助機関

は、アジアの国々をグローバル経済に取り込むために、自由主義的な行政改革の断行を迫

ったのである。 

 こうした外圧に対する対応は、国によって分かれた。マーク・ターナーは、シンガポー

ルやマレーシアは積極的に NPM 改革に乗り出したが、タイやインドネシアは慎重に改革

のテーマを選択したと指摘している（Turner 2002）。ただし、インドネシアは地方分権に

ついては大胆な計画を発表し、保健や教育の地方移管を進めている。こうした各国の行政

改革への取り組みの違いは、各国の政治の安定度と深い関係にあると考えられる。官僚主

導の政治が安定しているシンガポールやマレーシアでは、民営化や規制緩和を政府が十分

にコントールできることから、むしろ積極的に行政システムの改革に乗り出した。他方で、

民主化の動きから政治が不安定なタイ、フィリピン、インドネシアは、民主化勢力を勢い
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づかせるような自由主義的な改革には慎重にならざるを得なかった。 

 この 1990 年代がアジア諸国にとって第 1 期の行政改革であるとすれば、2000 年代以降

の“モダニゼーション”への取り組みは、第２期の行政改革ということができる。この新

しい行政改革の特徴は、政府の業績管理への積極的な取り組みにある。表４にまとめたよ

うに、いまや業績管理（performance management）はシンガポールやマレーシアといっ

たアジアの優等生だけでなく、モンゴルのような最貧国でも行政改革の柱になっている

(Koike and Kabashima 2009)。 

 業績管理は、アメリカ、カナダ、オーストラリア、ニュージーランドなど行政改革の先

進国において、1990 年代以降ポピュラーになった新しい行政管理手法である。それを一言

でいえば、インプット（予算）の統制による管理から、成果（result）による管理への転

換ということになる。具体的には、行政活動のアウトプットやアウトカムに焦点を当て、

目標をどれだけ効率的に達成したかという「成果」を評価し、それに基づいて行政組織を

管理運営する手法である。そこでは高い成果を達成することが管理者の役割とされ、報酬

も成果に応じて支払われる。また、業績管理では、組織としての業績を上げるため、現場

の責任者に権限を委譲したり、中長期的な執行計画を立て会計年度を超えて事業に取り組

むといった工夫もなされている。 

 

表４ アジア諸国における業績管理への取り組み 

国 プログラム 主務官庁 開始年 

インドネシア 政府機関業績責任システム（SAKIP) 行政改革省 1999～ 

日本 政策評価制度 総務省 2001～ 

マレーシア 統合的結果重視マネジメント 財務省 1990s～ 

モンゴル 業績管理制度（中期支出枠組） 財務省 2003～ 

フィリピン 業績管理-業績評価システム 人事委員会 2007～ 

シンガポール 業績・情報予算システム 

業績給 

財務省 2006～ 

韓国 目標による管理 

業績評価制度 

人事委員会 

総務地方自治省 

1999～ 

タイ 成果重視管理 公共部門開発庁 2003～ 
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 表にあるように、業績管理はマレーシアや韓国、インドネシアにおいて最初に導入が図

られ、次第に周辺のアジア諸国にも拡大してきている。その内容は、アメリカやカナダを

模範としたものがほとんどであるが、制度的には先進国と遜色のないものが計画されてい

る。やや皮肉に思えるのは、最も経済と民主主義が発展した日本の取り組みが、アジアの

なかで最も遅れてみえることである。日本は 2001 年に政策評価法を制定し、全省庁が政

策評価に取り組んでいるが、業績評価を人事評価に結び付けたり、各省の業績評価情報を

予算に反映させるといったところにまでは至っていない。 

では、合理的な官僚制さえも確立されていないアジアの国々は、なぜこぞって業績管理

に取り組んでいるのだろうか。その理由の一つは、国民の信頼にあるだろう。信頼を維持

するためには、政府は迅速かつ的確に国民（消費者）のニーズに応える必要がある。そこ

で政府は、行政部門のサービス改善にストレートに結びつく業績管理に飛びついた、とい

う見方である。また、各国の政治リーダーに経営管理に対する強い思い入れがあることも

影響しているかもしれない。1990 年代にアジア各国はこぞって行政への品質管理運動

（QC）の導入に走った。一般的に政治リーダーの間にはビジネス経営に対する信奉が大き

いが、業績管理の導入には、行政の質の問題を政治から切り離し、純粋にビジネスの問題

と位置付けることで国民の批判をかわすという思惑も潜んでいる。 

もっとも、なかには、より実用的な管理手法としての業績管理に期待している部分もあ

るだろう。業績評価は公務員の人事評価と結び付けられることから、エリートの選抜手法

としても活用できる。アジアの公務員制度は、表面的にはメリット主義をとりながらも、

その実態は情実人事が中心の前近代的なものであった。しかし、民主的な公務員管理制度

の導入は現実的ではないため、業績評価を導入し、エリートの選抜に利用するというわけ

である。ここには、幹部公務員の不透明な人事に対する世論の批判も影響しているかもし

れない。インドネシアの SAKIP は、アメリカの「政府業績責任法（GPRA）」をモデルに

しているが、その目的のひとつに、目標管理を透明化することで専門性を強化し、腐敗の

撲滅を図ることが掲げられている（小池・佐々木 2006）。いまやアジアでも幹部公務員に

なるためには、その実力を客観的に証明することが求められているのである。 

 このように政府の業績管理に関心が集まるなかで、ほとんど進展をみていないのが地方

分権である。地方分権は、中央集権の権威主義体制を変革し、民主的なガバナンスを実現

するための重要な柱であるとして、開発援助機関も活発な支援を展開している。しかし、
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フィリピンやインドネシアを例外として、アジア諸国は地方分権に対する消極的な態度を

変えていない。地方自治は、ブライスの言葉のとおり、民主主義の最良の学校となるもの

である。だからこそ、官僚権威主義の政府は地方分権に対する警戒を緩めていないといえ

る。例えば、タイでは 1997 年憲法を機に地方分権の推進を図るとしているが、現実は末

端自治体へのわずかな権限移譲にとどまっており、中央集権の行政体制はまったく揺らい

でいない(Bowornwathana 2006)。こうした状況は他のアジア諸国でも同様である。前に

アジアでは自律的な中間団体が育っていないと指摘したが、ここには地方自治制度が未発

達であることが多分に影響していると考えられる。 

 

５ むすびにかえて 

 

 アジアでは、経済成長によって中間階層が増え、民主化への条件が準備されたにもかか

わらず、「成長主義のイデオロギー」（末廣 1998）のもとに、権威主義体制が持続している。

経済的に豊かになった国民は、開発と成長をうたう政府を信頼し、政府もまた国民に対す

る行政サービスを改善して国民の信頼をつなぎとめている。その一方で、民主的ガバナン

スの基盤となる法の支配や透明性の確保、地方分権といったガバナンスの根幹に関わる課

題についてはほとんど進展をみていない。他方で、ミドルクラスの間では消費主義の風潮

がますます強まり、公共問題への関心は次第に低下してきているようにみえる。この“西

洋化”状況に対して、各国のリーダーは伝統的な価値規範や宗教的倫理の復活を訴え、国

民統合を維持しようと懸命である。しかし、インターネット世代の若者たちがやがて国を

背負う世代になったとき、そこに「想像の共同体」（B.アンダーソン）を構築することはき

わめて難しいと言わねばならないだろう。国民の政府に対する信頼はそれ自体悪いことで

はなく、政治の安定に寄与するものである(Almond 1989)。しかし、いまのアジアの状況

はいわば「過信頼」の状況にある。国民はその民主主義に過大なボーナスを与えているこ

とに気づく必要があるが、そのきっかけがなかなかつかめないところに、アジアの潜在的

な危機があるといえよう。 
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施する政府の能力についてである。「法の支配」はそれぞれの主体が社会規範を信頼し遵

守している度合いであり、犯罪や暴力の可能性だけでなく、契約の強制力や警察、裁判

所の質が問われる。「腐敗防止」はエリートや私益による国家の乗っ取りや、大なり小な

りの汚職を含む個人が利益を得るために行使された公権力の範囲を意味する。 
6 国際 NGO のトランスペアレンシー・インターナショナルの 2007 年の腐敗認識指数

（CPI）では、シンガポール（５位）と日本（17 位）は上位にあるものの、韓国・マレ
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信頼できる」という回答の割合から「用心するに越したことはない」という回答の割合

を引き、100 を足したものである。同調査の結果は、WVS Archive and {ASEPJDS}の
ディレクターである Jaime Díez Medrano が運営している ASEP/JDS のウェブサイト

から入手できる。 
http://www.jdsurvey.net/jds/jdsurveyMaps.jsp?Idioma=I&SeccionTexto=0404&NOID
=104 （2010 年２月５日アクセス） 
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第３章 行政信頼の要因 

 

大山 耕輔 

 

１ 問題関心と研究目的 

 

本稿の目的は、市民の行政に対する信頼の要因について、世界価値観調査(World Values 

Survey)2005 年の日本のデータを用いて、信頼される政府側の要因と信頼する市民の側の

要因のどちらが影響を与えているのかを明らかにすることである。 

本来、この研究プロジェクトで筆者に与えられた役割は、行政だけでなく政治や司法を

含むいわゆる統治機構に対する信頼について検討することであった。しかし、2 で検討す

るように、統治機構を構成する軍隊、警察、裁判所、政府、政党、議会、行政などいわゆ

る一般的な政府にかかわる組織や制度に対する市民の信頼は相互に相関が高く、市民は、

それぞれの組織や制度を必ずしも厳密に区別して認識していない可能性が高い。そこで、

筆者の関心である行政に対する信頼要因を探ることは、統治機構や政府一般の信頼要因を

探ることにもつながるように思われる。 

また、これまで筆者が検討してきたことは、市民が行政を信頼するとはどういう意味な

のか、信頼と安心とはどう違うのか、信頼とガバナンスはどう関係するのか、国際比較的

に日本の行政信頼はどう位置づけられるのかといった、主に行政信頼という目的(従属)変

数そのものの検討であった(大山、2009)。そこで、本稿では、対象を日本に限定した上で、

行政信頼を規定する説明(独立)変数が何なのか、信頼される政府側の変数と信頼する市民

側の変数とでは、どちらの変数が行政信頼をより規定しているのかについて検討したいと

思う。 

行政信頼の要因構造については、すでに池田(2010)がオリジナル調査のデータを用いて

国と自治体の双方について総合的に分析している。そこで本稿では、世界価値観調査 2005

年のデータを用いて、2 次分析を行うことにする。世界価値観調査それ自体は行政信頼の

要因を探るために設計されているわけではない 1。そのため、要因として使えそうな変数

が限られていたり、使えそうに見えても実際には使えなかったりする。誰でも入手可能な

社会調査のデータから、行政信頼の要因についてどこまで分析できるか。本稿では、たと

え 2 次分析の調査データであっても相当程度切り込めることを示したいと思う。 
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また、本稿では、行政信頼の要因を総合的に構造的に探るのではなく、信頼される政府

側の要因と信頼する市民側の要因とどちらが行政信頼をより説明するか、という視点から

検討する。その際、とくに、大山(2009)で仮説として提示した「行政に対する信頼=行政の

パフォーマンス(業績)÷行政に対する期待」という図式が世界価値観調査 2005 年のデータ

に照らして検証されるかどうかを検討したい。つまり、行政に対する信頼は、行政のパフ

ォーマンスと行政に対する市民の期待という 2 つの変数の比によって大きく影響を受ける

だろう、という仮説である。業績がよいほど信頼されるのは当然であるが、他方、行政に

対する期待が大きいと、期待が裏切られたときの失望も大きくなるため、行政を信頼しな

くなるだろうと考えられるが、果たして本当だろうか。また、他の変数の影響はどうだろ

うか。この問題については、自治体レベルの信頼であるが、野田(2007, 2008, 2009a, 2009b)

の一連の研究がある。本稿では国レベルの信頼について、とくに野田(2009b)を参考にしな

がら、重点的に検討したいと思う。 

 

２ 統治機構への信頼と行政への信頼 

 

世界価値観調査 2005 年のデータには、組織や制度に対する信頼を聞いている変数があ

る。対象となる組織や制度は多数あるが、日本の統治機構に関連しそうな組織や制度を広

く取り上げてみると、軍隊、新聞・雑誌、テレビ、労働組合、警察、裁判所、政府、政党、

議会、行政、大企業、環境保護団体、女性団体、慈善団体、地方自治体、教育制度、NGO, 

国連などである。このうち、地方自治体や教育制度については、日本では質問項目からは

ずされているためデータが存在しない。医療制度、社会保障制度への信頼については 2005

年の調査ではそもそも変数に取り上げられていない 2

ここでは、いわゆる統治機構を世界価値観調査で取り上げられている組織や制度に限定

して、それらの組織や制度に対する信頼相互の関係について相関係数を比較することによ

って関係の強弱を検討する。統治機構に関連する組織や制度に対する信頼についての世界

価値観調査の変数は、「1: 非常に信頼する」、「2: やや信頼する」、「3: あまり信頼しない」、

「4: まったく信頼しない」の 4 段階から成る順序変数である。したがって、ここで検討す

べき組織や制度への信頼相互の関係を相関係数で測ろうとすることは、厳密に言うと、連

。地方自治体や社会保障制度(とくに

年金)に対する信頼は、国との比較や世代間、時系列の比較が興味深いところであるが、デ

ータや変数が存在しないため比較することができない。将来の調査に期待したい。 
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続した数量変数ではないためできないことになる。だが、ここでは係数の正確な数を問題

とするのではなく、相対的な関係の強さだけを問題とするという観点から、組織や制度に

対する信頼相互の相関係数を比べてみることにする。 

組織や制度に対する信頼相互の相関係数が 0.4 以上の関係にあるものを相関の高いもの

から並べてみると、政府と議会(0.801)、政党と議会(0.745)、議会と行政(0.723)、新聞･雑

誌とテレビ(0.723)、環境保護団体と女性団体(0.673)、政府と行政(0.656)、女性団体と慈

善団体(0.599)、政党と行政(0.590)、環境保護団体と慈善団体(0.580)、警察と裁判所(0.571)、

警察と政府(0.474)、警察と行政(0.447)、警察と議会(0.429)という順番になった(カッコ内

は相関係数、有意確率(両側)はすべて 1%未満、N は最低(女性団体と慈善団体)が 839, 最

高(新聞･雑誌とテレビ)が 1,056)。 

相互の関係が強いものをグループ化するならば、政府関係(政府、議会、政党、行政、警

察、裁判所)、マスコミ(新聞･雑誌、テレビ)、公益団体(環境保護団体、女性団体、慈善団

体)の 3 つのグループに大きく分けられ、グループ内の組織や制度に対する信頼の相関は高

いが、グループ外の組織や制度に対する信頼の相関は低いことがわかる。 

ここでの関心は統治機構に関連する政府関係の組織や制度相互の相関関係にあるので、

そうした組織や制度間の相関係数が比較的高いことを確認することができる。このことか

ら、調査回答者は、回答にあたって政府関係の組織や制度を相互に排他的にイメージして

いるわけでは必ずしもない、つまりそれぞれの組織や制度を混同して回答している可能性

のあることが推察される。 

執筆者の関心は行政に対する信頼を規定する要因にあるため、後の検討では、行政に対

する信頼の要因に限定して議論を進めることにしたい。調査回答者の行政イメージは、行

政と相関の高い議会、政府、政党、警察などと混同してイメージされている可能性があり、

また、回答者の行政イメージがいわゆる統治機構のイメージと重なっているのであれば、

統治機構を構成する行政以外の主体である議会、政府、政党、警察、裁判所などへの信頼

の要因もまた、行政信頼の要因と重なっている可能性があると思われる。したがって、行

政信頼の要因を明らかにすることは、同時に、統治機構への信頼の要因を明らかにするこ

とにつながることになると思われる。 
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３ 政府側の要因と市民側の要因 

 

ごく簡単に先行研究に触れておこう。池田(2010)は、行政信頼に大きく影響を与える要

因として、安心要因としての行政のレピュテーションや、業績評価としての行政改革評価、

信頼育成要因としての職業倫理や行政の公正感を指摘する。また、デモグラフィック要因

や社会関係資本要因、メディア接触といった要因は、相対的に影響が小さい。同様に、野

田(2009b)も、自治体に対する信頼を規定する政府側の要因として、行政サービスの質やパ

フォーマンス(業績)、政府規模、公務員の資質の 3 つを、また、市民側の要因として、行

政に対する期待、政策に対する認知度、満足度、社会関係資本、定住意向、デモグラフィ

ック要因の 6 つを挙げ、このうち、とくに「自立化志向」や「自治体規模」にかかわる要

因が信頼に有意であることを検証している。Van de Walle (2004)は、行政パフォーマンス

(業績)の認識が行政信頼の主要因であることを、ベルギーを中心とする国際比較可能な調

査データを用いて検証している。 

行政信頼を規定する要因を分析するにあたっては、本稿の関心からは、信頼される政府

側の要因と、信頼する市民側の要因と大きく 2 つに分け、どちらの要因が行政信頼に影響

しているかを確かめることが重要である。ところが、世界価値観調査 2005 年のデータは

政府側の要因と思われる変数が少なく、市民側の要因と思われる変数が多い 3

 

。本稿がと

くに取り上げようとする行政のパフォーマンス(業績)や行政の役割(責任)期待といった変

数についても、実は、行政のパフォーマンス(業績)についての市民の評価であったり、行

政の役割についての市民の期待であったりするため、正確には市民側の要因に入れるべき

かもしれない。しかしそれでは政府側の変数が少なくなってしまうため、ここでは、これ

らの変数を政府側の要因に入れて検討することにしたい。 

４ 行政の信頼要因の検証方法 

 

（１）変数の設定 

目的(従属)変数は、行政に対する信頼(V141, 問 50K)である(カッコ内のV数字は、ダウ

ンロードした世界価値観調査 2005 データの変数番号、問数字は、世界価値観調査 2005

の日本語版調査票における問番号 4

説明(独立)変数のうち、信頼される政府側の特性に関する規定要因は、① 企業や産業の

)。 
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国家所有(V117, 問 44B)、② 暮らし向きに対する政府の責任(V118, 問 44C)、③ 民主的

な政権が政治制度として好ましい(V151, 問 51D)、④ 民主主義の国に住むことの重要性

(V162, 問 53)、⑤ わが国の民主的統治度(V163, 問 54)、⑥ わが国の人権尊重度(V164, 問

55)を設定した。 

他方、信頼する市民側の特性に関する規定要因は、① 生活にとっての政治の重要性(V7, 

問 1)、② 生活満足度(V22, 問 7)、③ 人はだいたい信用できる(V23, 問 8)、④ 政党に加

わっている(V28, 問 9E)、⑤ 人は他人との関係において公正に対処しようとする(V47, 問

12)、⑥ 家計状態への満足度(V68, 問 26)、⑦ 政治への関心度(V95, 問 35)、⑧ 政治的行

動: 請願書・請願書への署名(V96, 問 36A)、⑨ 政治的行動: 不買運動(ボイコット)(V97, 問

36B)、⑩ 政治的行動: 合法的なデモ(V98, 問 36C)、⑪ 政治的行動: その他(V99, 問 36D)、

⑫ 政治的立場(V114, 問 42)、⑬ 日本人であることに誇りを感じる(V209, 問 74)、 ⑭ 情

報源としてインターネットや電子メールを利用(V228, 問 77)、⑮ 属性要因――性(V235, 

F1)、年齢(50 歳以上、V237R3, F2)、最終学歴(短大中退以上、V238CS, F3)、生活程度(V252, 

F17)、年収(V253CS, F18)、居住地規模(V255CS)を設定した。 

候補とした全変数の記述統計量は表 1 の通りである。また、4.3 で述べるように、各説

明(独立)変数はすべて 0, 1 のダミー変数に変換したが、その具体的な変換内容については

表 2 の通りである。 
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No.  度数 最小値 最大値 合計 平均値 標準偏差

1 行政に対する信頼(V141, 問50K) 1011 1 4 2848 2.817 0.703

信頼される政府の側の要因

2 　企業や産業の国家所有(V117, 問44B) 862 0 1 222 0.258 0.438

3 　暮らし向きに対する政府の責任(V118, 問44C) 1063 0 1 782 0.736 0.441

4 　民主的な政権が政治制度として好ましい(V151, 問51D) 964 0 1 853 0.885 0.319

5 　民主主義の国に住むことの重要性(V162, 問53) 1019 0 1 972 0.954 0.210

6 　わが国の民主的統治度(V163, 問54) 998 0 1 848 0.850 0.358

7 　わが国の人権尊重度(V164, 問55) 995 0 1 529 0.532 0.499

信頼する市民の側の要因

8 　生活にとっての政治の重要性(V7, 問1) 1015 0 1 673 0.663 0.473

9 　生活満足度(V22, 問7) 1080 0 1 887 0.821 0.383

10 　人はだいたい信用できる(V23, 問8) 1026 0 1 401 0.391 0.488

11 　政党に加わっている(V28, 問9E) 1044 0 1 70 0.067 0.250

12 　人は他人との関係において公正に対処しようとする(V47, 問12) 1019 0 1 487 0.478 0.500

13 　家計状態への満足度(V68, 問26) 1004 0 1 675 0.672 0.470

14 　政治への関心度(V95, 問35) 1080 0 1 695 0.644 0.479

15 　政治的行動: 請願書・請願書への署名(V96, 問36A) 1005 0 1 881 0.877 0.329

16 　政治的行動: 不買運動(ボイコット)(V97, 問36B) 867 0 1 510 0.588 0.492

17 　政治的行動: 合法的なデモ(V98, 問36C) 865 0 1 362 0.418 0.494

18 　政治的行動: その他(V99, 問36D) 140 0 1 45 0.321 0.469

19 　政治的立場(V114, 問42) 863 0 1 427 0.495 0.500

20 　日本人であることに誇りを感じる(V209, 問74) 1030 0 1 629 0.611 0.488

21 　情報源としてインターネットや電子メールを利用(V228, 問77) 1056 0 1 485 0.459 0.499

　属性要因

23 　　性(V235, F1) 1096 0 1 483 0.441 0.497

24 　　年齢(50歳以上、V237R3, F2) 1096 0 1 540 0.493 0.500

25 　　最終学歴(短大中退以上、V238CS, F3) 1072 0 1 397 0.370 0.483

26 　　生活程度(V252, F17) 1051 0 1 645 0.614 0.487

27 　　年収(V253CS, F18) 1000 0 1 465 0.465 0.499

28 　　居住地規模(V255CS) 1096 0 1 886 0.808 0.394

有効なｹｰｽの数 (ﾘｽﾄごと) 58

 

表１ 記述統計量 
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No.  説明(独立)変数 0 1

信頼される政府の側の要因

2 　企業や産業の国家所有(V117, 問44B) 「企業や産業の私的所有を増やすべきだ(1～5)」 「企業や産業の国家所有を増やすべきだ(6～10)」

3
　暮らし向きに対する政府の責任(V118, 問44C) 「国民皆が安心して暮らせるよう国はもっと責任を持つべき

だ(1～5)」

「自分のことは自分で面倒を見るよう個人がもっと責任を持つべ

きだ(6～10)」

4
　民主的な政権が政治制度として好ましい(V151, 問51D) 「非常に好ましくない(4)」と

「やや好ましくない(3)」
「やや好ましい(2)」と「非常に好ましい(1)」

5 　民主主義の国に住むことの重要性(V162, 問53) 「全く重要でない(1～5)」 「非常に重要である(6～10)」

6 　わが国の民主的統治度(V163, 問54) 「全く民主的でない(1～5)」 「完全に民主的である(6～10)」

7
　わが国の人権尊重度(V164, 問55) 「全く尊重されていない(4)」と

「あまり尊重されていない(3)」

「かなり尊重されている(2)」と

「大変尊重されている(1)」

信頼する市民の側の要因

8
　生活にとっての政治の重要性(V7, 問1) 「全く重要でない(4)」と

「あまり重要でない(3)」
「やや重要である(2)」と「非常に重要(1)」

9 　生活満足度(V22, 問7) 「不満(1～5)」 「満足(6～10)」

10 　人はだいたい信用できる(V23, 問8) 「用心するにこしたことはない(2)」 「だいたい信用できる(1)」

11
　政党に加わっている(V28, 問9E)

「加わっていない(9)」
「加わっているがあまり活動していない(2)」と

「加わっており実際に活動している(1)」

12 　人は他人との関係において公正に対処しようとする(V47, 問12) 「機会に乗じてうまくやろうとすると思う(1～5)」 「公正に対処しようとすると思う(6～10)」

13 　家計状態への満足度(V68, 問26) 「不満(1～5)」 「満足(6～10)」

14
　政治への関心度(V95, 問35) 「全く関心を持っていない(4)」と

「あまり関心を持っていない(3)」

「やや関心を持っている(2)」と

「非常に関心を持っている(1)」

15
　政治的行動: 請願書・請願書への署名(V96, 問36A)

「決してやることはないだろう(3)」
「やるかもしれない(2)」と

「やった(参加した)ことがある(1)」

16
　政治的行動: 不買運動(ボイコット)(V97, 問36B)

「決してやることはないだろう(3)」
「やるかもしれない(2)」と

「やった(参加した)ことがある(1)」

17
　政治的行動: 合法的なデモ(V98, 問36C)

「決してやることはないだろう(3)」
「やるかもしれない(2)」と

「やった(参加した)ことがある(1)」

18
　政治的行動: その他(V99, 問36D)

「決してやることはないだろう(3)」
「やるかもしれない(2)」と

「やった(参加した)ことがある(1)」

19 　政治的立場(V114, 問42) 「左(革新)(1～5)」 「右(保守)(6～10)」

20 　日本人であることに誇りを感じる(V209, 問74) 「全く感じない(4)」と「あまり感じない(3)」 「かなり感じる(2)」と「非常に感じる(1)」

21 　情報源としてインターネットや電子メールを利用(V228, 問77) 「先週利用しなかった(2)」 「先週利用した(1)」

　属性要因

23 　　性(V235, F1) 「女性(2)」 「男性(1)」

24 　　年齢(50歳以上、V237R3, F2) 「～49} 「50～」

25
　　最終学歴(短大中退以上、V238CS, F3) 「中学(旧小学、旧高等小学)卒(1)」「高校(旧中学)中退

(2)」「同卒(3)」「各種専門学校中退(4)」「同卒(5)」

「短大中退(6)」「短大卒(7)」「大学(旧専門学校)中退(8)」「同

卒(9)」「大学院中退(10)」「同卒(11)」

26 　　生活程度(V252, F17) 「下(5)」と「中の下(4)」 「中の中(3)」「中の上(2)」「上(1)」

27
　　年収(V253CS, F18) 「300万円未満(1)」「300～400万円未満(2)」「400～500万円

未満(3)」「500～600万円未満(4)」

「600～700万円未満(5)」「800～900万円未満(6)」「900～1000万

円未満」「1000～1200万円未満(9)」「1200万円以上(10)」

28 　　居住地規模(V255CS) 「5万人未満」 「5万人以上」

表2　説明(独立)変数のダミー変数への変換表

表２ 説明（独立）変数のダミー変数への変換表 
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（２）モデルの設定 

本稿では、行政に対する信頼を規定する要因として、信頼される政府側の特性に関する

規定要因と信頼する市民側の特性に関する規定要因を区別し、どちらの要因が行政に対す

る信頼を規定するのか検討したいという問題意識から、まず、①政府要因モデルと②市民

要因モデルを設定した。さらに、世界価値観調査 2005 年のデータには、市民要因にかか

わる変数が政府要因にかかわる変数より多く含まれているため、市民要因のうち属性要因

がどの程度説明力を持っているかを検討するため、③属性要因モデルも設定した。最後に、

すべての要因を含む④フル要因モデルを設定した。 

 

（３）検証方法と検証前作業 

分析にあたっては、まず目的変数(行政に対する信頼、V141, 問 50K)については、「4: ま

ったく信頼しない」、「3: あまり信頼しない」、「2: やや信頼する」、「1: 非常に信頼する」

の 4 段階である 5。また、説明変数はすべて 0, 1 のダミー変数に変換し、順序プロビット

回帰分析により検証した。目的変数が 4 段階の順序変数であるため、回答が正規分布であ

ると仮定するプロビット関数を用いた 6

検証前作業として行った説明変数間の相関分析の結果、「政治的行動」の「15. 請願書･

請願書への署名」「16. 不買運動(ボイコット)」「17. 合法的なデモ」「18. その他」変数相

互の相関が高く多重共線性の可能性が予想されるため(0.434～0.818、有意確率は 1%未満、

以下同じ)、「15. 政治的行動: 請願書･請願書への署名」の変数だけを残してその他の政治

的行動変数を除外した(各変数の冒頭の数字は表 1 の変数 No., 以下同じ)。同様に、「11. 政

党に加わっている」変数は、「政治的行動」の諸変数と相関は高くないが、政党に加わって

いるケース数が 70 と少ないために除外した。さらに、「9. 生活満足度」と「13. 家計状態

への満足度」(0.444)、「8. 生活にとっての政治の重要性」と「14. 政治への関心度」(0.442)、

「26. 生活程度」と「27. 年収」(0.348)も相関が高いため、変数として「9. 生活満足度」

「14. 政治への関心度」「27. 年収」だけを残すことにした。「10. 人はだいたい信用でき

る」と「12. 人は他人との関係において公正に対処しようとする」の相関は意外に低い

(0.097)が、同じような意味内容の変数であると判断して「10. 人はだいたい信用できる」

のみ残した。同様に、「4. 民主的な政権が政治制度として好ましい」「5. 民主主義の国に

住むことの重要性」「6. わが国の民主的統治度」は、相関は高くないがすべて民主主義評

価を意味する変数とみなして、「6. わが国の民主的統治度」のみ残すことにした。 

。 
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表３  分析結果一覧 

 
係数(B) 標準誤差

Wald

統計量

有意確率

(ｐ値) 係数(B) 標準誤差

Wald

統計量

有意確率

(ｐ値)

位置 信頼される政府の側の要因

　企業や産業の国家所有(V117, 問44B) 0.228 0.094 5.934 0.015 *
　暮らし向きに対する政府の責任(V118, 問44C) -0.118 0.092 1.639 0.200

　わが国の民主的統治度(V163, 問54) 0.494 0.125 15.495 0.000 ***
　わが国の人権尊重度(V164, 問55) 0.665 0.090 54.299 0.000 ***
信頼する市民の側の要因

　生活満足度(V22, 問7) 0.126 0.126 0.999 0.318

　人はだいたい信用できる(V23, 問8) 0.202 0.094 4.636 0.031 *
　政治への関心度(V95, 問35) 0.214 0.107 3.988 0.046 *
　政治的行動: 請願書・請願書への署名(V96, 問36A) 0.401 0.155 6.738 0.009 **
　政治的立場(V114, 問42) 0.386 0.093 17.188 0.000 ***
　日本人であることに誇りを感じる(V209, 問74) 0.380 0.098 15.154 0.000 ***
　情報源としてインターネットや電子メールを利用

(V228, 問77)

-0.162 0.098 2.722 0.099
+

　属性要因

　　性(V235, F1) -0.135 0.092 2.143 0.143

　　年齢(50歳以上、V237R3, F2) 0.038 0.102 0.135 0.713

　　最終学歴(短大中退以上、V238CS, F3) -0.019 0.100 0.035 0.851

　　年収(V253CS, F18) 0.045 0.095 0.221 0.638

　　居住地規模(V255CS) -0.190 0.117 2.629 0.105

しきい値 [行政に対する信頼 = 1] -1.829 0.146 156.392 0.000 *** -1.895 0.178 113.024 0.000 ***
[行政に対する信頼 = 2] 0.103 0.101 1.034 0.309 0.024 0.135 0.031 0.860

[行政に対する信頼 = 3] 1.584 0.113 196.720 0.000 *** 1.556 0.145 114.414 0.000 ***

疑似R2乗 CoxとSnell 0.134 0.127

適合度 カイ2乗(Pearson) 30.515 0.801 1132.923 0.995

有効なN 743 627

政府要因モデル 市民要因(属性を含む)モデル

(注)順序プロビット回帰分析、ｐ値 p=<.001 ***, .001<p=<.01 **, .01<p=<.05 *, .05<p=<.1 +  
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表３ 分析結果一覧(つづき) 

 
係数(B) 標準誤差

Wald

統計量

有意確率

(ｐ値)
係数(B) 標準誤差

Wald

統計量

有意確率

(ｐ値)

位置 信頼される政府の側の要因

　企業や産業の国家所有(V117, 問44B) 0.214 0.116 3.408 0.065 +
　暮らし向きに対する政府の責任(V118, 問44C) -0.049 0.111 0.198 0.657

　わが国の民主的統治度(V163, 問54) 0.349 0.160 4.761 0.029 *
　わが国の人権尊重度(V164, 問55) 0.663 0.113 34.606 0.000 ***
信頼する市民の側の要因

　生活満足度(V22, 問7) -0.018 0.144 0.016 0.899

　人はだいたい信用できる(V23, 問8) 0.277 0.105 7.030 0.008 **
　政治への関心度(V95, 問35) 0.216 0.120 3.214 0.073 +
　政治的行動: 請願書・請願書への署名(V96, 問36A) 0.386 0.170 5.132 0.023 *
　政治的立場(V114, 問42) 0.310 0.105 8.796 0.003 **
　日本人であることに誇りを感じる(V209, 問74) 0.275 0.109 6.419 0.011 *
　情報源としてインターネットや電子メールを利用

(V228, 問77)

-0.231 0.109 4.470 0.035
*

　属性要因

　　性(V235, F1) -0.065 0.074 0.763 0.383 -0.129 0.103 1.581 0.209

　　年齢(50歳以上、V237R3, F2) 0.365 0.076 23.261 0.000 *** -0.038 0.114 0.112 0.738

　　最終学歴(短大中退以上、V238CS, F3) 0.079 0.081 0.954 0.329 -0.087 0.111 0.618 0.432

　　年収(V253CS, F18) 0.048 0.076 0.401 0.527 0.008 0.106 0.006 0.936

　　居住地規模(V255CS) -0.217 0.095 5.246 0.022 * -0.209 0.131 2.535 0.111

しきい値 [行政に対する信頼 = 1] -2.064 0.136 229.357 0.000 *** -1.756 0.225 61.037 0.000 ***
[行政に対する信頼 = 2] -0.263 0.092 8.151 0.004 ** 0.286 0.186 2.369 0.124

[行政に対する信頼 = 3] 1.210 0.098 152.376 0.000 *** 1.890 0.200 89.604 0.000 ***

疑似R2乗 CoxとSnell 0.032 0.230

適合度 カイ2乗(Pearson) 109.435 0.061 1238.414 1.000

有効なN 912 531

属性要因モデル フル要因モデル

(注)順序プロビット回帰分析、ｐ値 p=<.001 ***, .001<p=<.01 **, .01<p=<.05 *, .05<p=<.1 +  
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５ 検証結果と考察 

 

（１）各モデルの説明力 

検証結果は表 3 の通りである。 

まず、各モデルの説明力(疑似R２乗)に注目すると、フル要因モデルが 23%、政府要因

モデルが 13.4%、市民要因モデル(属性を含む)が 12.7%、属性モデルが 3.2%であった。こ

のことから、フル要因モデルの説明力はこのような分析としてはまずまずのものであるこ

と 7

 

、行政信頼にもっとも影響を与えているのは政府要因モデルであるが、市民要因モデ

ルの説明力も政府要因モデルに近いものであること、属性要因モデルの説明力は小さいも

のであり、属性要因を他の要因と一緒にして分析すると、それらはいずれも統計的に有意

ではなくなってしまうことがわかる。 

（２）行政信頼に大きく影響する要因 

次に、行政信頼に大きい影響を与えている要因に注目すると、わが国の人権尊重度(V164, 

問 55)がどのモデルでももっとも大きい影響を与えていることが明らかである。統計的有

意確率も係数の値もダントツである。人権が尊重されているかどうかは、統治機構(とくに

裁判所や警察?) のもっとも基本的な仕事と考えられているためだからであろうか。次に大

きい要因は、市民要因のうちの政治参加の変数である政治的行動: 請願書・請願書への署

名(V96, 問 36A)であるが、係数の値は大きいものの統計的な有意性はやや劣る。また、記

述統計量が示していたように、請願書や請願書へ署名する程度の政治参加は、たいていの

人が行っているため(1005 人中 881 人)、政治参加していない人との違いが明確に出ていな

い可能性がある 8

以上のことから、行政信頼を規定するもっとも大きな要因は、政府のパフォーマンスや

業績であるといってよさそうである。政府のパフォーマンスや業績がよいと評価する人ほ

ど、行政を信頼しているのである。私たちの仮説の一つは検証されたと考える。もう一つ

の政府への期待の効果はどうだろうか。 

。3 番目の要因は、政府のパフォーマンスないし業績の変数であるわが国

の民主的統治度(V163, 問 54)である。同じような水準にあるが、政府要因モデルでは、統

計的にも十分有意であるし、係数の値も大きくなる。4 番目と 5 番目は市民要因である政

治的立場(V114, 問 42)の変数と、人はだいたい信用できる(V23, 問 8)という社会関係資本

ないし一般的信頼の変数が来ている。 
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（３）国に対する責任期待と行政信頼 

政府要因では、行政に対する期待が大きすぎると、期待以下のパフォーマンスや成果し

か実現しなかったときの失望が大きくなるため、行政信頼は低下するだろうと大山(2009)

では述べた。では、行政に対する信頼は業績÷期待によって決定される、という仮説は検

証されただろうか。残念ながら、政府への期待を表す変数として取り上げた暮らし向きに

対する政府の責任(V118, 問 44C)という変数は、どのモデルでも統計的に有意ではなく行

政信頼とは無関係という結果であった。しかし、係数の符号はマイナスであり、暮らし向

きに対する政府の責任期待が大きい人ほど行政信頼は低くなるという関係に示唆を与えて

くれてはいる。世界価値観調査 2005 年の質問票は、必ずしも行政に対する期待を具体的

な政策分野をイメージさせて聞いている項目がなく、暮らし向き一般に対する政府の責任

を聞いているだけなので、期待と業績とがうまく対応しなかったのかもしれない 9

上で述べたことを表 4 のクロス表から検証しておこう。 

。 

 

表４ 暮らし向きに対する責任 と 行政に対する信頼 のクロス表 

非常に信

頼する

やや信

頼する

あまり信

頼しない

全く信頼

しない

度数 6 104 127 34 271

責任 の % 2.2% 38.4% 46.9% 12.5% 100.0%

度数 8 206 382 124 720

責任 の % 1.1% 28.6% 53.1% 17.2% 100.0%

度数 14 310 509 158 991

責任 の % 1.4% 31.3% 51.4% 15.9% 100.0%

合計

    

 
行政に対する信頼

合計

暮らし

向きに

対する

責任

個人

国

 
 

もし、われわれの仮説のように、行政に対する信頼は政府への期待と反比例の関係にあ

るとするならば、暮らし向きに対する責任が国にあると考える人ほど行政を信頼しなくな

り、逆に、暮らし向きに対する責任が個人にあると考える人ほど行政を信頼するようにな

るはずである。しかし、実際には、表 4 のクロス表からわかるように、暮らし向きに対す

る責任が国にあると考える人も個人にあると考える人も、ともに、行政に対してあまり信

頼しない人がもっとも多くなっている。クロス表のパーセントの数字に注目するなら、責

任が個人にあると考える人は国にあると考える人より、行政を信頼する人の割合が高く、
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逆に、責任が国にあると考える人は個人にあると考える人より、行政を信頼する人の割合

が高くなるにもかかわらず、である。この理由の 1 つは、暮らし向きの責任が国にあると

考える人が全体の 7 割以上(991 人中 720 人)にも達しているためである。大半の人が暮ら

し向きの責任は国にあると考えるということは、池田謙一教授の調査で、「何もかも行政の

責任と考える」人の層がその他の層に比べてダントツに多かったという驚くべき分析を小

林哲郎(2007)が行っていることを想起させる。「何もかも行政の責任と考える」人びとは、

必ずしも行政を信頼しないわけではなく、相当数が行政を信頼してもいるのである。した

がって、やはり政府への期待に関する変数については、今回の分析では十分扱えなかった

ことが明らかである。他日を期すことにしたい。 

参考までに、行政信頼を規定するもっとも大きい政府要因であったわが国の人権尊重度

と行政に対する信頼のクロス表(表 5)を見ると、人権が尊重されていると思う人ほど行政を

信頼し、人権が尊重されていないと思う人ほど行政を信頼しなくなるという比例関係が明

白である。 

 

表５ わが国の人権尊重度 と 行政に対する信頼のクロス表 

非常に信

頼する

やや信

頼する

あまり信

頼しない

全く信頼

しない

度数 1 72 260 102 435

わが国の人権

尊重度 の %

.2% 16.6% 59.8% 23.4% 100.0%

度数 13 225 214 47 499

わが国の人権

尊重度 の %

2.6% 45.1% 42.9% 9.4% 100.0%

度数 14 297 474 149 934

わが国の人権

尊重度 の %

1.5% 31.8% 50.7% 16.0% 100.0%

    

 
行政に対する信頼

合計

わが国の

人権尊重

度

尊重され

ていない

尊重され

ている

合計

 
 

（４）行政信頼に影響を与える市民要因 

市民要因で影響が大きいのは、政治的行動: 請願書・請願書への署名(V96, 問 36A)、政

治的立場(V114, 問 42)、人はだいたい信頼できる(V23, 問 9)、日本人であることに誇りを

感じる(V209, 問 74)などであり、属性変数はどれも効果が小さい。請願書や請願書に署名

する人ほど行政を信頼する、政治的立場が左の人ほど行政を信頼しなくなり右の人ほど行

政を信頼する、人はだいたい信頼できると思う人ほど行政を信頼する、日本人であること

に誇りを感じる人ほど行政を信頼するのである。これらは常識的な感覚とも合っているが、



   
 

 
 

- 66 - 

注意すべきなのは、市民要因モデルで影響を持っていた要因も、政府要因を含むフル要因

モデルにおいては影響を持たなくなったり、その逆もあったりする点である。市民要因の

変数は少しずつ互いに影響し合う不安定な性格を持つためではないかと思われる。 

最後に、情報源としてインターネットや電子メールを利用する(V228, 問 77)の変数が世

界価値観調査 2005 年には採用されており、行政信頼との関係を分析してみた。すると、

いずれのモデルにおいても、マイナスの有意な関係が得られた。つまり、情報源としてイ

ンターネットや電子メールを利用する人ほど行政を信頼しなくなるのである。この理由と

しては、インターネットや電子メールを利用する人は、年齢が若かったり所得が高かった

りするためであると考えられる。他の情報源(新聞･雑誌など)とは有意な関係になかった。 

属性変数は影響が小さいのであるが、属性要因だけのモデルにおいては、年齢(50 歳以

上、V237R3, F2)と居住地規模(V255CS)の 2 つが有意となった。年齢が高くなるほど行政

を信頼するようになり、人口規模が小さいほど行政を信頼するようになるのである。これ

らも常識に適った結果であるが、属性要因は他の要因を入れるとほとんど意味をなさなく

なる。 

 

６ 結論 

 

本稿が行った行政信頼の要因分析の結果、信頼される政府側の要因の方が信頼する市民

の側の要因よりもわずかながら説明力が高いことが明らかになった。このことは、行政の

パフォーマンス(業績)が行政信頼を規定する基本的な要因であることを意味する。市民要

因のうち属性要因はほとんど意味を持たず、その他の市民要因もモデルによって影響力が

変わり、やや不安定な傾向が見られた。 

また、行政信頼の要因分析に世界価値観調査 2005 年のデータは、十分に分析に耐え得

るものであったが、もっとも影響の大きかった政府要因の変数、とくに政府に対する期待

を表す変数は不十分であった。期待は業績とセットにして質問してみたり、世界価値観調

査以外の調査データを利用してみたりする 10などの工夫が必要であろう。また、世界価値

観調査は 1981 年以来およそ 5 年ごとに調査が行われてデータが蓄積されてきている 11

 

た

め、今後、時系列の比較分析が待たれるところである。 
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註 

                                                   
1 世界価値観調査は、「①幅広い領域についての価値観や規範の国際比較を行うこと、②価

値観や規範がどのように変化してきているのかを実証的に把握することを目的にして

いる」という。世界価値観調査のコンパクトな紹介については、佐藤、石田、池田 (2000, 
106-9)を、また、世界価値観調査の各年データを紹介したものについては、電通総研、

余暇開発センター編 (1999)、電通総研、日本リサーチセンター編 (2004, 2008)、電通

総研 (2005)等を参照。なお、世界価値観調査の過去の調査データについては、すべて世

界価値観調査(World Values Survey)のウェブサイト

(http://www.worldvaluessurvey.org/)からダウンロード可能である(2010 年 2 月 5 日確

認済み)。ただし、データのバージョンによっては欠損値処理が行われていないものもあ

るため、注意が必要である。 
2 世界価値観調査 2000 年では、医療制度と社会保障制度への信頼が変数として取り上げ

られている。 
3 世界価値観調査 2000 年のデータには、日本の民主主義評価についての変数が 2005 年の

データより多く含まれている。 
4 調査票の詳細については、電通総研、日本リサーチセンター編 (2008, 220-255)を参照。 
5 当初、「1: まったく信頼しない」、「2: あまり信頼しない」、「3: やや信頼する」、「4: 非

常に信頼する」の昇順に変換した変数を使って回帰分析にかけたところ、各説明変数(す
べてダミー変数)が 1 のときに係数(B)がほぼ 0 になる場合を基準として、各説明変数が

0 のときの係数が算出されたが、多くの変数の係数の符号はマイナスとなり読みづらか

ったため、変数を変換する以前(つまりオリジナル)の降順に戻して再度分析にかけた。

この結果、係数の数字は同じだが、符号が変換以後とは逆になった。分析で使用したソ

フトは PASW(SPSS)17 版である。 
6 行政を信頼する人よりも信頼していない人の方が多いので、正規分布を仮定するプロビ

ット関数を用いるのはやや厳しいが、近似値を求める関数としてはもっとも適当である

と考えた。 
7 池田(2010)が行った順序ロジット回帰分析では、国の行政信頼に対する説明力は 25%、

市区町村レベルでは 27%であった。 
8 このため、不買運動(ボイコット)(V97, 問 36B)をしたりする人(867 人中 510 人)や、合

法的なデモ(V98, 問 36C)をしたりする人(865 人中 362 人)を変数として取り上げた方が

適切だったかもしれない。その他(V99, 問 36D)をしたりする人(140 人中 40 人)はサン

プル数が少なすぎる。 
9 この点について野田(2009, 16-7)は、「期待を回答する際に想定された選好関数と、質(業

績)を回答する際に想定された選好関数が同一になるとは限らないため、期待はそれ単独

で把握すると別途把握する質との整合が図れない。質や期待を把握するうえでは、同じ

選好関数となるように『期待と比べた質』というかたちで把握することが求められる」

と述べている。 
10 たとえば、「政府の役割」(Role of government)を聞いている ISSP(International Social 

Survey Programme)調査であり、1985 年、90 年、96 年、2006 年と調査されているが、

日本は 96 年から参加している。ISSP 調査については、佐藤、石田、池田編 (2000, 
118-121)を参照。ISSP のウェブサイト(http://www.issp.org/)より調査データのダウンロ

ードが可能である(2010 年 2 月 5 日確認済み)。 
11 註 1 の後半を参照。 
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第４章 地方政府における行政信頼 

 

秋月 謙吾 

 

はじめに 

 

「行政の信頼性確保・向上方策に関する調査研究」という共同プロジェクトに参加した

ことが本稿執筆のきっかけである。この共同研究の背景としては、「価値観の多様化によっ

て国民の合意形成が困難になったことがあげられる。国民のニーズの多様化は、行政への

期待への多元化、行政機能の一層の専門家を求めているのである。しかし、第 2 次臨調以

降の福祉国家の見直し期においては、行政機能の高度化と同時に縮減が求められており、

こうしたジレンマが近年、行政に対する国民の信頼性を低下させていると考えられる」と

指摘されている。（行政の信頼性確保、向上方策に関する調査研究報告書[以下報告書]平成

17 年度 p.3） 

 たしかに、比較的に見ても日本の行政に対する評価の結果は厳しい。World Value 

Survey での各国の公務員に対する信頼は、25 カ国のうち 23 位（1 位は韓国、日本より低

位なのはチェコとメキシコ）という結果であった（報告書 17 年度 p.19）。ただ、高度成

長期を含めて政治全体、あるいは政府への信用などの各種データから、ファーは長期にわ

たって低いスコアであることを指摘している。（Pharr,1992,pp.174-176）この背景として、

日本人のサーベイに対する意識がかかわっているのかもしれない（政府に否定的なことを

回答しても制裁の心配はなく、逆に何となく格好が良い、など）。 

また、比較において不可避の問題であるが、そもそも「信頼」の語感である。英語の Trust

には、いわゆる「信頼」から転じて、金融機関名であったり、「反トラスト法」であったり

といった経済用語の意味があり、さらに Trust me は、日常会話においては「どうか私を

信頼してください」ではなく、「ねえ」「大丈夫」あるいは「まじで」といった訳がなされ

るべき用法で使われることが多い。もちろん、日本の総理大臣がアメリカ合衆国大統領に

向かって（おそらく真顔で重々しく）この言葉を不用意に発することはご法度であったわ

けであるが。 

 いっぽう、日本語の「信頼」がそのようなカジュアルな文脈で使用されることはまれで

あって、あなたは政府を信頼しますか、と聞かれても困惑するだけなのかもしれない。し
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たがってあまり深刻な危機感はなく、地方自治に関心を持つ研究者として共同研究に参加

することになった。しかしまた、地方政府レベルにおいて住民と自治体の間に信頼感が満

ち溢れている、とは到底思えない状況であることもたしかである。方策はともかく、何ら

かの方向性の示唆が見出せればと考えている。 

 

１ 信頼研究の新しい流れ 

 

他の論稿においても言及されているように、信頼の概念は複雑でありかつ主観的であっ

て筆者を混乱させた。そうした中、共同研究において信頼に関する様々な研究について知

らされるにつれて、現在信頼の研究がヨーロッパ諸国においてとくに活発であることに注

目し、共同研究の枠組みで 2009 年秋に、研究者との面接および文献調査を行うことがで

きた。 

ヨーロッパにおいて、信頼の研究が早くから進展した理由として、仮説的に考えられる

のは実際にヨーロッパ諸国において政府の信頼が大きくそして長期間にわたって落ち込む

いわゆる「信頼の危機」が起こったためではないかということである。しかし、データを

検証した結果は、そのような危機の存在については否定的なものとなっている。（Van de 

Walle, Van Roosebroek and Bouckaert, 2005, p.24）すなわち、 

① 比較においても、時系列分析においても、データが不完全であること 

② 長期間にわたる政府への信頼度の低下を示す証拠は薄弱であること 

③ にもかかわらず、「政府への信頼が低下している」という言説は強いこと 

とくに③について、短期的に信頼度低下が示される場合、ベルギーやオランダなどにおい

て見られたように、信頼自体が政治的アジェンダとなってサーベイ結果を左右する可能性

が指摘されている （Van de Walle, Van Roosebroek and Bouckaert、2008,p45-47） 

研究者たちの意図はむしろ、政府の信頼に関する基礎的なデータがほとんどまったくな

い状態の解消にあった。1消費者景況感（Consumer Confidence）や経営者の景況判断な

ど、経済についてのデータが蓄積されているにもかかわらず、10 年に一度程度の調査だけ

である。そこでそのギャップを埋めるため、主にベルギーの州政府レベルで資金を得てデ

ータを継続的かつ頻繁に収集しはじめたのがきっかけとなった 2

政府の信頼の問題は 1950 年代ころから政治学では念頭におかれていた。しかし、それ

は「政府」「憲法」「大統領制」などの大枠に対する漠然とした信頼を対象として、「正統性」

。 
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を議論しようとするものであった。ヨーロッパにおいては、現在関心が大きく移りつつあ

り、公的サービスの質に対する信頼が重要視されるようになっている。いわば operational 

trust とも呼ぶべきものである。政府全体への信頼に対する関心だけでなく、信頼と深く

かかわる行政の performance management や performance measurement に対する関心

がその背景にある。(Pollitt, 2009) 

一例をあげると、教育や医療について、行政の担当者とプロのサービス提供者である教

師や医者の集団の意向だけを聞いて政策を決めるのではなく、サービスの受給者である親

や生徒、あるいは患者の評価を参考にしなければならない。その際に信頼が重要になって

くるのである。3

したがって、信頼の概念においてとくに強調されるのは、信頼の多層性の問題を念頭に

おくべきであるという点になる。 

 

 

図１ 信頼に関する３層モデル 

          Service Quality         Satisfaction          Trust         

Macro         7                      8                   9 

Meso          4                      5                   6 

Micro          1                      2                   3 

（Bouckaert &Van de Walle, 2003，p.301） 

 

 ３つの層の境界線は必ずしも明確なものではないが、一つは個別のサービス提供（例：

奨学金の付与＝ミクロレベル）、政策の束（例：教育政策＝メソレベル）、そして統治機構

全体（マクロレベル）という層の構成が考えられる。また同時に、個人の公務員（あるい

は個別のサービス提供）、中間の組織（たとえば地方政府）、そして統治機構全体という構

成も含まれる。 

おおまかに言えば上記の図の９が政治学の関心対象であるが、行政学は１，２に関心を

集中する。全体像を把握しながら両者の関係を分析することと同時に、それぞれの部分を

混同しないように注意が必要となる。さきほどの「信頼性の危機」は、そのいい例である。

不十分なデータで、９に起こっている問題がマスコミや特定の政治勢力によって過大に喧

伝された結果生まれた言葉にすぎなかった。また後述の因果関係からもわかるように、サ

ービス提供の質と満足度と信頼の間のメカニズムは単純ではない。主観や期待度が異なれ
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ば同じ質のサービスから違った満足度や信頼のレベルが生まれる。 

さらに、信頼概念の難しさの一つの原因としては因果関係の複雑さが指摘される。 

 

図２ 信頼の因果関係について２つのモデル 

push-pull model 

インプット→行政活動→アウトプット→アウトカム→信頼 

 

drivers model 

信頼→インプット→行政活動→アウトプット→ アウトカム   

（Bouckaert & Halligan, 2009, p.10） 

 

ひとつの流れは、push-pull model とブッカールトらが名づけるもので、インプット（予

算の投入量）が行政活動（個別サービスの提供）、アウトプット（提供の直接的な出力）、

そしてアウトカム（社会における政策の結果）という連鎖が信頼を押し上げたり下げたり

するというモデルである。もう一つは、drivers model と呼ばれるもので、信頼が行政に

おける連鎖に影響を与えている。それは、たとえば提供されるサービスの質への信頼が多

くの使用者、使用料金を支払うなどのかたちでインプットを上昇させる。あるいは、マク

ロやメソレベルの議論として、公務部門全体や地方政府に対する信頼が公務員のプレステ

ージを向上させ、より質の高い公務員群が形成される、といったものも想定されている。

既存の信頼がすでに政府へのインプットとなっているのである。また、両者を接合させて、

循環型モデルを構想することも可能である。 

さらに、ヨーロッパにおける研究の具体的な政策的な含意は、以下のような形でまとめ

られている。(Van de Walle Van Roosbroek, Bouckaert, 2005) 

 

１ 政府は信頼の最大化のために努力するのではなく、適正なレベルの信頼を目指すべき

である。 

２ 適正なレベルは政治行政文化によって変化し、国によって違う。 

３ 政府への一定程度の不信は健全でありかつ役に立つ。応答性確保の保証となるからで

ある。権力分立や監査などは不信の制度的表明でもある。 

４ 一定程度の公務員に対する市民の不信は、行政改革の推進に役立つかもしれない。 
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５ 健全な社会においては、政府の市民への信頼が、市民の政府への信頼と同じくらいに

重要となる。 

 

さらに信頼を醸成させる方策については、 

・ 単一の醸成方策はない。 

・ マクロ・メソ・ミクロのすべてのレベルにおいて展開されるべきである。 

・ サービスの質を向上させるだけでは不十分であり、サービスを受け取る側のパーセプ

ションを管理し、かつまた期待と現実を接近させる期待度管理も必要である。 

などの点が指摘されている。 

 

これらの研究成果と含意の多くは、筆者がそれまで抱いていた信頼概念についての曖昧

な部分を整理してくれた。とくに 3 層モデルは、地方自治体職員の意識調査の結果を意味

づけるうえでも重要であると思われる。また、「政府の市民への信頼が、市民の政府への信

頼と同じくらいに重要」という指摘は意識調査設計の段階から筆者がこれも漠然とではあ

るが抱いていたものであった。 

 

２ 地方自治体職員の意識調査：その背景  

 

パットナムがイタリアにおいて、ソーシャルキャピタル（社会における相互信頼）を地

方政府制度改革とその結果うまれた地方政府レベルの統治パフォーマンスにむすびつけて

論じたことは、広く知られている。筆者も地方自治の研究者として、この問題に関心を抱

いてきたが、今回の共同プロジェクト参加を機会に、地方公務員に対してサーベイを行う

こととした。 

具体的には、2008 年 1 月から 2 月にかけて、市町村職員を対象としたアンケート調査

を実施した。調査においては筆者と尹誠國、城戸英樹、李敏揆が共同作業として質問文作

成、調査実施、解析を行った。とくに信頼の認識と各変数の関係の分析には城戸と李が中

心となって行った 4

まず、地方自治体に焦点をあてたことであるが、筆者の研究関心から、というだけでな

。 市町村の住所リストから単純無作為抽出で４００市町村をサンプル

として、各市町村の総務担当部局に郵送、1 自治体ごとに 10 名を超えないよう条件をつけ

て職員に配布のうえ、回答者から直接返送を依頼した。回答者の総数は６６７人であった。 
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く、住民と直接にコンタクトをとりながら業務を行っている自治体職員の信頼に関するデ

ータを取りたい、という狙いがあった。また、地方分権改革の流れの中で役割を大きくし

つつある地方政府にこそ目を向けるべきであるという意識もあった。マクロトレンドとし

ての「地方分権」は地方に対する信頼に対してどう働くか、である。分権改革に対して目

立った反対の民意は見られていない。ということは、概して地方に大きな役割と権限を与

えることにはコンセンサスがあるといえる。しかし、その過大な期待と過大な負荷が地方

への信頼感喪失と職員のモラール低下へとつながっていくのであろうか。今回の調査だけ

でそれに答えることはできないであろうが、そうした問いに向けた第一歩となることを期

待した。 

次に、地方自治体のなかで市町村か都道府県か、あるいはその両方か、という問題があ

った。構造的な変化として、市町村合併があり、市町村は大きく変容している。景気低迷

による税収の悪化、少子高齢化の急激な進展、住民ニーズの多様化等に伴う財政需要の増

大などによって地方自治体、特に住民に最も身近な基礎自治体の行財政基盤の充実が求め

られ、多くの市町村合併が行われている。第 25 次地方制度調査会答申（平成 10 年）や地

方分権推進委員会の勧告を踏まえた「地方分権推進計画」（平成 10 年５月閣議決定）を受

けて合併関連の立法が行われ、市町村合併は加速的に進んだ。平成 11 年３月末時点では

3,232 であった市町村数は、16 年 17 年度末には 1,821、21 年度末で 1730 までに減少し

た。また、第 27 次地方制度調査会答申を受けた平成 16 年 5 月の地方自治法や合併特例法

の改正により、住民自治の強化や行政と住民との協働の推進などを目的とする「地域自治

区」や「合併特例区」制度が創設されている。市町村合併の進展に伴い基礎自治体の大規

模化が進む中で、住民自治の強化が重要な課題としてクローズアップされている。 

市町村合併が地域にもたらす影響については、様々なものが考えられる。合併の成立を

阻む理由として、役所の庁舎（とくにその位置）と新しい自治体の名称があげられる。い

ずれも、一見シンボリックなものにすぎないように思われるけれども、これらのために合

併協議から一部の自治体が離脱し、あるいは合併そのものが流産してしまうことにつなが

るケースが多く存在する。それは、名称や庁舎に象徴される、地域のアイデンティティの

問題が背景にあるからであろう。また、より深刻な問題として、合併によって大規模化し

た結果、個々の住民と自治体との物理的・心理的な距離が増大するおそれも強くなる。さ

らに、主として財政的な理由、とりわけ国からの国庫補助金および地方交付税交付金を中

心とした財政移転の減額から動機付けられた合併が進行し、その結果としてあらたなアイ
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デンティティを形成しよう、といった前向きの姿勢が欠けてしまうおそれも指摘できる。

つまり、合併は地域・住民と新しい「市役所」の間の信頼については阻害要因である可能

性が大きいと見られるのである。 

一方、都道府県については、道州制をめぐる議論にさらされている。規模・能力・区域

が拡大した基礎自治体との役割分担の下で、広域自治体としての役割、機能を充実するた

めに、都道府県の自主的合併手続の整備も図られており、市町村合併が進展する中にあっ

て、広域自治体としての都道府県のあり方が問われるようになってきている。第 27 次地

方制度調査会の「今後の地方自治制度のあり方に関する答申」では、基礎自治体が住民に

最も身近な総合的な行政主体として、これまで以上に自立性の高い行政主体となること、

現在の都道府県制に代わる広域自治体制度として道州制導入について検討する必要がある

こと、としている。第 28 次地方制度調査会は平成 16 年 3 月、内閣総理大臣から、｢道州

制のあり方｣に関する諮問を受けて発足し、平成 17 年 12 月に「地方の自主性・自律性の

拡大及び地方議会のあり方に関する答申」が、また、平成 18 年２月には｢道州制のあり方

に関する答申｣が出された。後者では、｢道州制の導入が適当｣とし、道州の位置づけや区域、

移行方法、事務など、道州制の制度設計に関する基本的な考え方が示されている。いうま

でもなく、都道府県は、戦後改革において知事公選が実現し、その政治的な性格は大きく

変わったものの、明治地方制度が確立されて以来、その数や圏域が大きな変化をしていな

い、非常に安定的な行政区分である。こうした安定的な中間レベルの都道府県を制度改革

の俎上に乗せるにいたったのは、生活圏・経済圏の拡大、投資や危機管理などにおけるス

ケールメリットの追求、二重行政の弊害の除去の必要性などがあげられるが、おそらく最

も直接的であったのは、市町村合併の進展であろう。 

したがって、調査の時点において都道府県・市町村ともに興味深い調査対象であった。

条件的な制限で両方ともの調査が困難であったため、我々のグループは市町村を対象に選

択した。その理由は、信頼との関係では住民との距離感、コンタクトが重要であり、おそ

らく市町村のほうがその点で濃密な関係にあるであろうと予想されたこと、そして合併と

いう既にほぼ到達点にあった変化を経てきた市町村が、合併の間接的影響のもとで道州制

という仮想的な改革構想を目の前にしている都道府県にくらべて、より興味深い情報を提

供することになると考えられたことであった。 

 最後に、職員に対しての調査という点については、「政府の市民への信頼が、市民の政府

への信頼と同じくらいに重要となる。」というヨーロッパにおける指摘を再度挙げておきた
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い。公務員が住民（国民）に信頼されている、という状態と公民が彼らを信頼している、

という状態は、直感的としては親和的である。それに対する何らかのデータ的な裏づけは

可能であろうか、という意図もあった。そしてこの種のデータが過去に取られた形跡がな

いことがあり、対比することができない不利の反面、なんらかの貢献ができるのではない

かと考えた。 

 

３ データの概要と分析 

 

まず、回答者の所属する自治体の特徴について尋ねたのが、質問１（２）である。これ

によれば、自らの所属する自治体について、都市部であるとの回答が 31．8％、農村部で

あるとの回答が 64．9％を占めた。 

 

表１ 農村・都市の区別 

次に、所属する部署については、管理部門が 61．2％、事業部門が 38．1％であった（質

問 2（2））。本調査においては、まず各自治体の総務部門に調査票を送付し、適宜質問表を

配布してもらうかたちで職員にアプローチを行ったにもかかわらず、事業部門もおよそ 4

割をしめる結果となった。 

 

表２ 所属部局の性格 

これらの２つの属性と、「住民からの信頼の認識」との間には、以下のような相関が見ら

れた。 

 

質問2(2)　所属する部局

 
(件)

 
(％)

 
10

 
20

 
30

 
40

 
50

 
60

 
70

 
80

 
90

 
100

  1.  管理部門  408   61.2  

 2.

 

事業部門

 

254

 

 38.1

 

不明・無回答

 

5

 

  0.7

 

合  計

 

667

 

100.0

 

質問1(2)　自治体の特徴

 
(件)

 
(％)

 
10

 
20

 
30

 
40

 
50

 
60

 
70

 
80

 
90

 
100

  1.  都市部である  212   31.8  

 2.

 

農村部である

 

433

 

 64.9

 

不明・無回答

 

22

 

  3.3

 

合  計

 

667

 

100.0



- 79 - 
 

表３ 信頼の認識と組織属性の関係 

 都市か農村か 
（質問1－1） 

所属部局 
（質問2－2） 

貴方は住民から信頼
されていると思いま

すか 

Pearson 
Correlation -.093(*) -.101(**) 

Sig. (2-tailed) .019 .010 
N 633 651 

** 5％水準で有意。** 1％水準で有意。 

 

すなわち、都市と農村についてみてみると、農村であると回答すると住民からの信頼度

が低くなる傾向が見られた。また、所属部局については、管理部局よりもむしろ、事業部

局に属する場合、住民からの信頼の認識が低いという傾向がみられる。このことは、行政

サービスを提供する現場の職員ほど、住民からの厳しい声を直接受けており、それが回答

に反映されているのではないかということをうかがわせる。 

 

次に、自治体の合併状況について尋ねたのが、質問 1（３）である。これによると、合

併を経験したとの回答が 37．8％、していないとの回答が 60．3％であった。 

 

表４ 合併の状況 

しかしながら、こうした合併の有無や時期と、「住民からの信頼への自己認識」について

は有意な関係が見出せなかった。一つ考えられるのは、合併が住民との関係に与える影響

はネガティブなものばかりではなく、むしろ住民との対話集会、住民投票、新たな首長選

 

質問1(3)　自治体の合併状況

 
(件)

 
(％)

 
10

 
20

 
30

 
40

 
50

 
60

 
70

 
80

 
90

 
100

  1.  合併した  252   37.8  

 2.

 

合併していない

 

402

 

 60.3

 

不明・無回答

 

13

 

  1.9

 

合  計

 

667

 

100.0

 

質問1(4)　合併後の年数

 
(件)

 
(％)

 
10

 
20

 
30

 
40

 
50

 
60

 
70

 
80

 
90

 
100

  1.  1～2年目  49   19.4  

 2.

 

3～4年目

 

166

 

 65.9

 

 3.

 

5～9年目

 

6

 

  2.4

 

 4.

 

10年目以上

 

29

 

 11.5

 

不明・無回答

 

2

 

  0.8

 

合  計

 

252

 

100.0
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挙などの多様な機会を得て、信頼関係が醸成される可能性も秘めているのではないか、と

いうことである。 

住民との接触に関する設問について、質問 2（4）では、仕事以外の場における住民との

接触の頻度（一月に何回あるのか）を尋ねた。結果を見ると、全くないとの回答はわずか

4．5％にとどまっている。これに対して、毎日あるという回答は、13．8％に達する。こ

こでの結果から、多くの自治体職員は少なくとも何らかの形で、仕事以外の場においても

住民との接触の機会を持っていることが明らかになった。それでは、窓口における住民ど

の接触についてはどうだろうか。質問１０では、窓口における住民との接触の頻度と行政

への信頼との関係について尋ねている。窓口での接触の頻度が多いほど行政を信頼すると

思う（そう思う、どちらかといえばそう思う）という回答は 72％に達している。 

 

表５ 接触頻度（職場以外） 

 

次に、仕事以外の場における住民との接触の重要性について尋ねた質問１１を見てみよ

う。仕事以外の場における住民との接触について、重要であると思う（そう思う、どちら

かといえばそう思う）回答者は、72．6％に達する。一方で、そう思わない（そう思わな

い、どちらかといえばそう思わない）との回答は、26．6％であった。このことから、自

治体職員は、窓口における住民との接触に加えて、仕事以外の場における接触も重要視し

ていることが明らかになった。すなわち、自治体職員は社会ネットワークの重要性も認識

している可能性が示唆されている。 

 

質問2(4)　仕事以外の場における住民との接触の頻度（月）

 
(件)

 
(％)

 
10

 
20

 
30

 
40

 
50

 
60

 
70

 
80

 
90

 
100

  1.  全くない  30    4.5  

 2.

 

1～5回

 

279

 

 41.8

 

 3.

 

5～10回

 

141

 

 21.1

 

 4.

 

10回以上

 

121

 

 18.1

 

 5.

 

ほぼ毎日

 

92

 

 13.8

 

不明・無回答

 

4

 

  0.6

 

合  計

 

667

 

100.0
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表６ 住民との接触に対する職員の意識  

 

しかし、この接触頻度については、「住民からの信頼の認識」との関係でやや矛盾する結

果が出ている。住民との接触回数が多いほど、信頼の認識が低くなる傾向が示されている

一方で、「窓口での住民との接触頻度が多いほど住民は行政を信頼する」という問いに肯定

的な職員ほど、信頼の認識は逆に増える傾向にある。 

客観的な接触頻度の認識がある程度まで正確であるとすれば、やはり頻繁に住民との接

触する職員ほど行政に対する厳しい声を聞く機会は多くなることが影響していると考えら

れる。一方で、住民との接触が信頼にプラスに働くというやや建前的な認識が許容される

立場の職員は、そのようなタフな状況からある程度免れているのかもしれない。 

さらに、「自治体の職員として自分の職分に関する十分な知識を持っていますか」（質問

７）という自らの能力に関する質問に肯定的な答えをした職員ほど信頼の自己認識も当然

ながら高まるという結果が出ている。 

 

 

 

 

 

 

 

質問11　仕事以外の場における住民との接触は、窓口での接触より重要であると思うか

 
(件)

 
(％)

 
10

 
20

 
30

 
40

 
50

 
60

 
70

 
80

 
90

 
100

  1.  そう思う  182   27.3  

 2.

 

どちらかといえばそう思う

 

302

 

 45.3

 

 3.

 

どちらかといえばそう思わない

 

145

 

 21.7

 

 4.

 

そう思わない

 

33

 

  4.9

 

不明・無回答

 

5

 

  0.7

 

合  計

 

667

 

100.0

 

質問10　役所の窓口での住民との接触の頻度が多いほど住民は行政を信頼すると思うか

 
(件)

 
(％)

 
10

 
20

 
30

 
40

 
50

 
60

 
70

 
80

 
90

 
100

  1.  そう思う  144   21.6  

 2.

 

どちらかといえばそう思う

 

336

 

 50.4

 

 3.

 

どちらかといえばそう思わない

 

123

 

 18.4

 

 4.

 

そう思わない

 

62

 

  9.3

 

不明・無回答

 

2

 

  0.3

 

合  計

 

667

 

100.0
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表７ 信頼の認識と接触の関係 

 

貴方と仕事以外の
場における住民と
の接触の頻度は月
何回くらいですか
（質問２－４） 

窓口での住民との
接触の頻度が多い
ほど住民は行政を
信頼すると思いま
すか（質問１０） 

貴方は自治体の職
員として自分の職
分に関する十分な
専門知識をもって
いると思いますか
（質問７） 

貴方は住民か
ら信頼されて
いると思いま
すか 

Pearson 
Correlation -.136(**) .119(**) .130(**) 
Sig. (2-tailed) .001 .002 .001 
N 653 655 652 

** 5％水準で有意。** 1％水準で有意。 

 

これらの職員個人の属性との関係だけでなく、職員が所属する部局や自治体の属性と信

頼の認識との関係についても、いくつかの知見が得られた。 

 

表８ 所属部局の課題解決能力 

まず、現実問題や不作為を速やかに改善できる（質問４：そう思う、どちらかといえば

そう思う）という肯定的な回答は、８６．３％を占めており、行政組織としての自治体の

課題対処能力に対しては高い自己評価を行っている。 

しかしながら、行政の不正に対する設問を見ていくと、質問５で職員が不正をすること

は難しいと思うかとの問いに、難しいと思う（そう思う、どちらかといえばそう思う）と

の回答が７９．５％、そう思わない（そう思わない、どちらかといえばそう思わない）と

の回答が２０．５％となった。回答者の２割が不正をすることは難しくはないと回答して

いる。調査実施時期は、とりたてて目立った自治体職員による不正や汚職が顕在化したわ

けではないが、各種裏金問題など行政に対する信頼を揺るがす問題の記憶は新しかったの

かもしれないが、いずれにせよ行政職員による不正が行われる余地があることを示唆する
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ものである。 

 

表９ 法令遵守・不正の可能性の認識 

また、不正が行われたとして、組織内部でそれを告発すると思うかとの質問６では、そ

う思う（そう思う、どちらかといえばそう思う）との回答が、７６．４％であった。本設

問でも、そう思わない（そう思わない、どちらかといえばそう思わない）との回答が２３．

４％を占めており、組織内告発には限界があるものと思われる。 

さらに、自治体として行政評価を導入しているかどうかについての質問（質問１２－１）

では、導入しているとの回答が５１．０％、していないとの回答が４５．７％と、ほぼ半々

に分かれた。なお行政評価制度の目的としては（質問１２－２）、職員の意識改革のためと

の回答が２６．８％、住民への説明責任を果たすためとの回答が２１．５％であった。こ

のことから、行政評価制度は、組織内、組織外の双方向に向いていることが確認される。 

部局の課題解決能力、不正をすることの難しさ、そして行政評価の導入、といった組織

全体のパフォーマンスに関わる質問に肯定的な答えが出された場合、信頼の認識は向上す

る傾向が見られた。 

 

表１０ 信頼の認識と組織パフォーマンスの関係 

 

貴方の所属する

部局は現場の問

題や不作為をす

みやかに改善で

きると思います

か 

役所の仕事は法

令に従って行わ

れているため、

職員が不正をす

ることは難しい

と思いますか 

行政評価制度を

導入しています

か 

貴方は住民
から信頼さ
れていると
思いますか 

Pearson 
Correlation .119(**) .078(*) .119(**) 

Sig. (2-tailed) .002 .046 .002 
N 651 655 655 

** 5％水準で有意。** 1％水準で有意。 

 

 

質問5　役所の仕事は法令に従って行われているため、職員が不正をすることは難しいと思うか

 
(件)

 
(％)

 
10

 
20

 
30

 
40

 
50

 
60

 
70

 
80

 
90

 
100

  1.  そう思う  196   29.4  

 2.

 

どちらかといえばそう思う

 

334

 

 50.1

 

 3.

 

どちらかといえばそう思わない

 

102

 

 15.3

 

 4.

 

そう思わない

 

35

 

  5.2

 

不明・無回答

 

0

 

  0.0

 

合  計

 

667

 

100.0



- 84 - 
 

ただし、ここで注意が必要なのは、信頼の認識はあくまで質問に答えている職員個人で

あり、自治体や所属部局への信頼ではない、ということである。しかし組織的パフォーマ

ンスが個人への信頼と正の関係にあるということがある程度まで示唆されたことは意味が

あろう。すなわち 3 層モデルでいうところの４や５が３につながっている可能性があると

いえるのである。5

最後に、ここでは、自治体と住民とのかかわりが信頼性とどのように関係するのかを参

加やパートナーシップといった観点から検討した結果を見る。「政策形成のプロセスへの住

民参加を増やすべきである」「今後、住民との良好なパートナーシップを築き、それを維持

することが重要性になってくる」といった将来展望的な認識、および「自治体は市民活動

のパートナーとしてたいとうで協力的な関係である」という現状認識において、肯定的な

回答をした職員は信頼の認識が高い傾向にある。 

 

 

表１１ 信頼の認識と参加協働意識の関係 

 

今後、政策形成
のプロセスへの
住民参加を増や
すべきであると
思いますか 

今後、住民との
良好な関係ない
パートナーシッ
プを築き、それ
を維持すること
が重要になって
くると思います

か 

自治体は市民活
動のパートナー
として対等で協
力的な関係であ

ると思う 

貴方は住民
から信頼さ
れていると
思いますか 

Pearson 
Correlation .136(**) .098(*) .093(*) 

Sig. (2-tailed) .001 .012 .026 
N 653 654 579 

** 5％水準で有意。** 1％水準で有意。 

 

５ むすび：地方公務員の信頼性は向上するか？ 

 

前例の乏しい調査であったこともあり、今回の調査には質問の設定などにおいていくつ

か問題点があった。まず、信頼を精密に議論するためには、「個々の住民への信頼」「当該

自治体の住民全体への信頼」「地域住民一般への信頼」といったものと、「あなた（職員個

人）への住民の信頼」「所属部局への信頼」「当該自治体への信頼」「地方政府システムへの

信頼」などについての指標や設問があることが望ましいが、まず「あなたは住民を信頼し

ていますか」といった前者のグループの質問についてはあきらめ、住民参加への展望など
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の間接的な設問をいくつか置いたのみであった。また、後者のグループについても、混乱

を避けるために直接的な問いは個人レベルでの質問にとどめた。したがって、組織のバイ

アスを介在させた形でしか推論ができない結果が見られたことは既に述べたとおりである。

また、この種の調査では避けられないことではあるが、アンケートに協力して回答すると

いう時点で、ある程度まで意識の高い職員が選抜されてしまい、母集団である地方公務員

全体の意識を完全に反映していない可能性は否定しがたい。また、質問の性質上ある種の

「建前」が邪魔をして、職員の意識が回答にダイレクトに反映されていないことも考えら

れる。したがって、全体として、やや優等生的な回答結果となった印象は拭えない。 

ただ、職員が個々の能力の向上をはかること、即応性があり不正に強い組織になること、

住民との対等な関係を前提に参加を推進すること、などといったデータが示す信頼性向上

のための方向性は、新奇さはないものの、一定の説得性を持っていることもまたたしかで

ある。 

筆者がよく知るある自治体職員の話である。彼はそれまで財務などの内部管理の仕事を

主にやっていたがある日異動で公共トイレの整備担当になる。彼の述懐によれば「良かれ

と思って造った施設に寄せられる苦情、あるいは乱雑に使われたり壊されたりする現実、

そして何よりも周辺に住む人たちから迷惑施設のような扱いを受けるという悲しみ」（リム

他 2009、p.116）に悩まされることになる。彼の悩みを解くきっかけは「デザインゲー

ム」というまちづくりや施設整備における地域住民の参加を触発させる手法を学んだこと

であった。そしてその実行に不可欠な職員やボランティアのデザイナー、学生などの協力

が得られた。さらに、最初は「いっしょにトイレをつくりましょう」と迫る彼を「宇宙人」

と呼んで困惑を隠さなかった自治連合会会長が協力して、長期間にわたる設計案作成が開

始された。この小さなプロジェクトは成功裡に終わるが、その理由として彼はこのように

述べている。「市役所の担当者にとって一番大きかったのは、地域の人たちの底力を知った

ことである。失礼を承知で言わせてもらうと、施設づくりなどには素人の、また苦情で行

政をやらせるという発想しかない地域住民、という担当者が持っていた固定観念は、完全

に覆ったと同時に、市民から信頼される行政云々の理屈をこねる前に、もっと市民を信頼

する行政にならなければならないことを猛省させられた」（リム他前掲 p.162） 

一つの事例ではあるが、今回の結果と重なる部分が少なくないことがわかる。この例に

とどまらず、個々の自治体職員の間でこのような意識を持って仕事をしている例は数多く

ある。（稲継 2009）ただ、問題はそれを組織レベルにまで発展させるか、ということで
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あろう。さきほどの例でも、トイレの成功例はその自治体において多くの波及効果を生み、

まちづくり全般について相当広く適用されている。しかし一方で、ごみ処理施設などの大

規模・迷惑施設にまで応用することには釘をさされた、とのことであった。そのこと自体

の当否はさておき、住民を信頼することから始める地方公務員たちの活動が散発的なエピ

ソードで終わらないことが重要であり、またそのための組織的な課題は少なくないと思わ

れる。 
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府レベルに焦点をあてた Trust in Public Sector 調査が続けられている。 
3 なお、一般市民はときに優れた評価者となるが常にそうとは限らない。いい質問やいいトピ

ックを選ばなければならない。たとえば福祉サービス提供における間接経費は何パーセント

であるか、一般市民に聞けば、多くの場合は平均４０％くらいの答えが返ってくるが実際は

一桁である。したがって一般大衆は無知でありしたがって無視すべきであると言えるか。そ

うではなく、道路はきれいに清掃されているか、病院ではいい治療が行われているか、とい

った印象評価ではすぐれた判断が出てくる。 
4本調査の実施に際しては全国市町村国際文化研修所（JIAM）と行政管理研究センターの

ご協力をいただいた。菊地端夫（明治大学）武藤桂一（行政管理研究センター）の両氏

には研究会にたびたび参加していただき、理論的な検討に加わっていただいた。記して

感謝申し上げる。 
5 なお、行政評価を導入していると回答した職員に、住民の反応を尋ねたところ、（質問１

２－３）、良いとの回答が８．５％にとどまり、無関心（４３．２％）、良くない（２５．

９％）と否定的なものが多数であった。行政評価制度は多様な展開を見せており、より

精密な質問をすべきだったのかもしれないが、行政評価に対する住民の反応についての

職員の認識は厳しいものがあり、評価の導入が信頼向上にストレートにつながるという

解釈はこれを見ても難しそうである。 
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第３部 公的制度への参加と信頼性に関する調査研究 

― 最高裁裁判官国民審査制度はどのようにしてつくられたのか ― 

 

西川 伸一 

 

はじめに 

  いうまでもなく、三権のうちで立法府は国民が国会議員を選挙することで、行政府は

その国会議員からなる国会が首相を指名することで、民主的正当性が担保されている。こ

れに対して、司法府が国民の意思を確認できる唯一の手続きは、最高裁裁判官の国民審査

制度である。「信頼」という言葉に引きつけていえば、国民が司法への信頼をつなぎとめる

制度として、国民審査がもつ潜在力は決して無視できない。 

  第１回の国民審査が実施されたのは 1949 年 2月 13 日のことである。その結果を受け

て、初代最高裁長官・三淵忠彦は２月 15日、「国民審査を終えて」と題する談話を発表し

ている。すなわち、「国民の審査を終つて、ここにわれわれは、最高裁判所の裁判官として

の自覚を新たにし、憲法擁護の任を全うして、国民諸君の信頼に答えることを誓うもので

ある」と 1

 この国民審査制度の機能について、憲法学者の芦部信喜は次のように説明している。 

。すでにここに、信頼ということばが織り込まれていることは注目に値しよう。 

 「この制度は、最高裁判所の地位と権能（とくに違憲審査権）の重要性にかんがみ〔中

略〕裁判官の選任に対して民主的コントロールを及ぼすことを目的としている。審査の性

質をリコール制（解職制）と解するのが通説・判例であるが、任命後第一回の国民審査が

なされる裁判官については、その審査は内閣の任命を国民が確認する意味も含まれている

と解するのが、妥当であろう。」2

 一方で、国民審査ほどその理念と現実が乖離している制度はあるまい。衆院総選挙の投

票所で国民審査の投票用紙を渡されて、ほとんどの国民ははじめてみる名前の羅列に途方

に暮れるだけであろう

 

3

 その評価について、近年の対照的なものを二つ掲げておく。司法ライターの長嶺超輝は、

「虚構の信任票システム」「「ワンクリック詐欺」と変わりません」

。だからと白票を投じると、それは各裁判官に対する信任票とみ

なされてしまう。こうした形式的で欺瞞的な制度は廃止すべきだという主張が根強く存在

するのも当然である。 

4と手厳しく批判して

いる。これに対して、アメリカ連邦最高裁でロークラークを務めたのち、いまは東大法学
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部の教授職にあるダニエル・フットは「よい制度」「少なくとも定期的に最高裁判所に対

する人々の関心を呼び起こす役割を果たしている」5

 そもそも、最高裁裁判官国民審査制度は世界的に珍しい制度である。いったいそれはど

のような経緯で憲法に規定されることになり、またどのような理由で現行の投票方式に落

ち着いたのか。以下では、国民投票制度のいわばルーツをさぐっていく。さらには、直近

の国民審査の投票結果から、その潜在力を顕在化させる萌芽を指摘する。私は、司法へ国

民の信頼を架橋する装置として国民審査制度には重い含意があると考えている。 

と好意的にとらえる。 

＊引用文中の下線はすべて引用者によるものである。引用文中の〔 〕内は筆者による補足である。また、

旧字は新字に改めた。 

 

１ 現行の国民審査制度のあり方 

 

 高裁裁判官の国民審査は、日本国憲法 79 条２項から４項にその実施が謳われている。

これに従って、最高裁裁判官は彼らが指名・任命されてはじめての総選挙の際に国民審査

にかけられる。昨年 2009 年の総選挙では 15 人が定員の最高裁裁判官のうち、竹崎博允長

官はじめ９人が国民審査の対象になった。そして、10 年後にはじめて行われる総選挙で再

び審査に付されることになる。ただし、今回の９人はみな 60 歳を超えているので、10 年

後には定年退官している。 

 国民審査の投票方式は、事前に印刷された最高裁裁判官の氏名の上の記入欄に、罷免し

たい者に「×」印をつけるやりかたである。罷免したい裁判官がいない場合はなにも記入

せずに投票する。 

 この投票方式に問題点は少なくない。一例を挙げれば、A裁判官は罷免したい、B裁判官

は罷免したくない、だがC裁判官については判断材料がないので棄権したい、という場合

の意思表示ができない。棄権したい場合は投票用紙を受け取らない、あるいは返却する。

ただしその場合は、審査に付される全裁判官について棄権したことになってしまう 6

 国民への情報公開という点でも、現行制度はきわめて不十分である。国民が投票するか

らといって、審査対象の最高裁裁判官が自らの見解を披露する放送もなければ、街中に彼

らのポスターが貼られることもない。有権者は各都道府県選管が選挙公報といっしょに配

る「国民審査公報」で、審査される裁判官の顔や略歴、主な裁判例などを知ることができ

るのみである。かつて、国民審査公報には 1000 字以内という字数制限さえあった。 

。 
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 また、投票は衆院総選挙と同時に実施されるので、新たな最高裁裁判官の指名・任命の

直後に総選挙が実施された場合、まだ最高裁裁判官として実績のない裁判官が審査される

ことになる。2005 年９月の国民審査では、古田佑紀判事は就任１か月で審査に付された。

「国民審査公報」には「最高裁判所において関与した主要な裁判」を記載する欄があるが、

この場合「特記すべき裁判歴なし」と書くほかない。これでは、国民は何を基準に審査す

ればよいのか。 

 もちろん、憲法の条文は「裁判官の任命は（中略）国民の審査に付し」となっているこ

とから、審査すべきは彼らの裁判実績ではなく、時の政権の任命行為であるとみなすこと

もできよう。先に引いたように、芦部も「任命後第一回の国民審査がなされる裁判官につ

いては、その審査は内閣の任命を国民が確認する意味もふくまれている」と述べている。 

 従って、就任直後の審査は任命行為の確認とみなし、10年後の最初の総選挙時に実施さ

れる審査で、当該の最高裁裁判官の資質を問えばよいとも考えられる。しかし、最高裁裁

判官へのキャリアパスが固定化され、60 歳代前半になってようやく最高裁裁判官に到達す

るのが通例である。最高裁裁判官の定年は 70 歳であるので、国民審査にかかるのは事実

上全員一度だけある。 

 50 歳代で最高裁裁判官に就任した直近の例は、1964 年に就任した田中二郎にまでさか

のぼる。さらに、２回目の国民審査を受けた最高裁裁判官となると、1963 年 11 月にその

審査を受けた入江俊郎 7

 国民審査制度は、なぜこのように一見すると矛盾に満ちた内容をはらむ制度として成立

したのであろうか。 

が最後である。入江は歴代最年少の 51 歳で最高裁判事となった。

最高裁裁判官の指名・任命のあり方が劇的に変わらない限り、50歳代の最高裁裁判官はこ

れからも現れないであろう。 

 

２ 国民審査制度の誕生 

 

 1946 年２月３日に憲法改正の必須要件であるいわゆるマッカーサー３原則が示され、翌

日４日から GHQ/SCAP 民政局（GS）内の作業班が設置される。こうして、マッカーサー草

案の起草作業が開始された。 

 司法権に関する条文起草は、作業班の中の「司法権に関する委員会」が担当した。作業

班の構成は図表１のように、運営委員会が総合調整にあたる機関として上部に置かれ、そ 

http://ja.wikipedia.org/wiki/1964%E5%B9%B4�
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%94%B0%E4%B8%AD%E4%BA%8C%E9%83%8E�
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図表１ マッカーサー草案作成スタッフ一覧 

運営委員会 C.L.ケーディス陸軍大佐 

A.R.ハッシー海軍中佐 

M.E.ラウエル陸軍中佐 

R.エラマン 

立法権に関する委員会 F.E.ヘイズ陸軍中佐 

G.J.スウォープ海軍中佐 

O.ホージ海軍中尉 

G.ノーマン 

行政権に関する委員会 C.H.ピーク 

J.I.ミラー 

M.J.エスマン陸軍中尉 

人権に関する委員会 P.K.ロウスト陸軍中佐 

H.E.ワイルズ 

B.シロタ 

司法権に関する委員会 M.E.ラウエル陸軍中佐 

A.R.ハッシー海軍中佐 

M.ストーン 

地方行政に関する委員会 C.G.ティルトン陸軍少佐 
R.L.マルコム海軍少佐 
P.O.キーニ 

財政に関する委員会 F.リゾー陸軍大尉 
天皇・条約・授権規定に関する委員会 J.A.ネルソン陸軍中尉 

R.A.プール海軍少尉 
前文 A.R.ハッシー海軍中佐 

出所：http://www.ndl.go.jp/constitution/gaisetsu/ghq.html（2010 年 2 月 9 日検索） 

 

の下に各委員会が配置された。 

 従って、まず「司法権に関する委員会」のラウエル、ハッシー、ストーンの３名で第１

次試案がつくられた。この第１次試案では、裁判官は任命制かつ終身官であり、司法部み

ずからの規律以外の一切の規律から独立であるとされていた。第１次試案の完成期日は

1946 年２月７日であった。同日、運営委員会とそれぞれの委員会ごとに合同委員会が設け

られ、各委員会が起草した第１次試案がそこで検討された。 

 「司法権に関する委員会」の第１次試案について、運営委員会のケーディスは、司法部

にあまりにも大きな権限が与えられており、これでは司法的寡頭制ができあがるかもしれ

ない、と懸念を表明した。起草にあたったラウエルは、これまでの日本の裁判所には、威

厳もなく独立もなかった旨を指摘した。ハッシーは、裁判官が終身官ではなく、任期付き

で選挙されることになれば、裁判所の威厳は弱められると述べた。 

http://www.ndl.go.jp/constitution/gaisetsu/ghq.html�
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 運営委員会と「司法権に関する委員会」の妥協の結果、下級裁判所裁判官については、

10 年任期で再任を妨げないものとした。最高裁裁判官については内閣によって任命され、

任期を設けずに定年を 70 歳とし、任期の代わりに、国民審査に付すことが規定された。

これにより、司法部を国民により近い存在にし、国民が司法部に対しても有効なコントロ

ールを及ぼしうることが目指されたのである 8

 「第 58 条 最高裁判所は、首席裁判官および国会の定める員数の陪席裁判官で構成さ

れる。これらの裁判官は、すべて内閣によって任命され、非行のない限り 65 歳に達する

までその任にあるものとする。ただし各現任者は、任命後最初の総選挙の際およびその後

10 年ごとに、選挙民がその者をその地位に留めるか否かを決定するための審査に付される。

選挙民の過半数が現任者をその地位に留むべきではないという投票をしたときは、その地

位は空席となる。最高裁判所の裁判官は、すべて定期に相当額の報酬を受ける。この報酬

は、在任中これを減額することができない。」

。これらを書き加えた第２次試案は次のと

おりとなった。 

9

 こうして、マッカーサー草案に国民審査の規定が入った。唐突感を拭い得ない。いった

いだれが何に範を取ってこの制度を発案したのか。 

 

 1956 年 6 月に池田勇人内閣が憲法調査会を設置する。その事務局が「司法権に関する委

員会」に配属されていたラウエルにインタビューする機会をもち、草案の作成過程をラウ

エルに語らせ記録を残している。国民審査の規定の由来について、ラウエルは「インデペ

ンデントなソースはない。アメリカン・バー・アソシエイションの勧告をモディファイし

たものと記憶する。カリフォーニアにも同じような趣旨の立法例がある」10

 アメリカの裁判官の選任方法に公選制がある。これはアメリカ民主主義の伝統に根差す

ものであるが、多くの批判にもさらされてきた。たとえば、選任に政治的な影響が大きく

作用し、法的素養に欠ける者が裁判官に選ばれてしまう。その結果、裁判に公平さを欠き、

また、政治的個人的配慮がそこに介在してしまう、などである

と答えている。 

11

 これら公選制の欠点を補う方法として、1939 年にアメリカ法曹協会の代議員会が裁判官

の州民審査制度を決議した。 

。 

 「任命された者は、一定の任期経過後、再任されさらに三任されることができるものと

するか、あるいは、定期的に対立候補なしに州民審査に服すべきものとする。後者の場合、

州民は、「何某裁判官をその地位に留むべきか」という点について投票するものとする。」

12 
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 この決議の趣旨が 1940 年にミズーリ州の憲法改正で同州に取り入れられた。 

 それによれば、裁判官は非党派的な委員会が指名した 3名の候補者の中から知事が任命

する。再任を希望する者は任期満了前の総選挙と同時に実施される州民審査に付される。

裁判官の任期は、任命後 12 か月経過した後の総選挙後の 12 月 31 日までである。州民審

査の投票方式は、当該裁判官が在職中のポストに留任させるべきかを問うものである。州

民はYes  / No のいずれかのチェックボックスに「X」を記入する。これをクリアすれば、

ポストによって 12 年ないし６年後に再び州民審査にかけられることになる 13

 続いて、カリフォルニア州がミズーリ州にならった。日本国憲法起草当時、この２州で

裁判官の州民審査が実施されていた。 

。 

 

３ 国民審査制度の憲法規定 

 

 完成をみたマッカーサー草案がホイットニー民政局長から松本烝治国務大臣、吉田茂外

務大臣らに手交されたのは、1946 年２月 13 日のことである。この草案に沿って日本政府

案の作成が進み、４月 17 日に「憲法改正草案」が公表されるに至った。手続きとしてま

ずこれが枢密院に諮詢され、６月８日に枢密院本会議でこの草案が賛成多数で可決される。

そして、枢密院での修正を経た「帝国憲法改正案」が６月 20日に開会された第 90 回帝国

議会に提出された。 

 この過程で、国民審査制度についての条文にも変更が加えられ、結局、これに関しては

「帝国憲法改正案」の条文が現行憲法の条文になった。つまり、その後の帝国議会での審

議では、その条文の文言は無修正のままであった。 

 とはいえ、それは帝国議会で国民審査制度が議論にならなかったことを意味するわけで

はない。貴衆両院それぞれに憲法改正案特別委員会が設置されたが、国民審査制度を規定

した条文についても活発な質疑がなされている。特に貴族院で厳しい指摘が相次いだ。 

 中でも圧巻といえるのは、９月 28日の帝国憲法改正案特別委員小委員会で開陳された、

大審院長をつとめた霜山精一と東大教授だった高柳賢三による以下の廃止論であろう。 

霜山精一君 どう考へても裁判官の国民審査制度は宜くない。 

 殊に最高裁判所は法律審査権を有して居り、違憲と判決した場合に、之が直ちに政府、

政党、国会を刺戟して、裁判官の罷免の結果を来すやうでは、裁判官は罷免を惧れて良

心から出る裁判に影響を来すこととなって裁判の公正を害するやうになる。又法律の判
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断は国民に容易に分るものではないから、国民審査制度は是非廃めたい。 

高柳賢三君 七十九条 II、III、IV 項削除に贊成。米国西部の幾つかの州では裁判官

の選挙制がとられ、そこでは裁判官の recall と云ふことはあるが、益よりも害が多く、

米国でも裁判官の recall 制は宜くないとの考へが一般的である 14

 つまり、霜山（無所属）は裁判官が罷免をおそれて裁判の公正さが失われるおそれがあ

ること、国民に判決の適否は容易にはわからないことを理由として廃止論を唱えた。高柳

（研究会）はアメリカの実施例に言及して、益より害が多いと指摘している。司法省民事

局でもこの小委員会の動きに応じて、9 月 29 日に「〔国民審査条項を〕削除すべしとする

理由」を作成して、小委員会の審議に供している。この文書では代案も提示されているが、

「又別の弊害が予想され、結果に於てむしろ、国民審査の制度の弊に勝るものさへある」

と結論づけている

。 

15

 10 月 2 日には帝国憲法改正案特別委員小委員会で採決が行われ、満場一致で国民審査に

関する条項を削除することに決した。翌日 10 月 3 日の午前中に、憲法改正案特別委員会

で、小委員会による修正案、すなわち国民審査条項の削除が報告されたのである。 

。民事局は、国民審査条項について削除か無修正のいずれかしかない

と考えていた。 

 ところが、同日午後の委員会の討議になると、発言者は大河内輝耕子爵（研究会）のみ

で、削除反対を表明した。その後安倍能成委員長（同成会）が起立採決を求めたところ、

修正案に賛成して起立したものはなく、こうして国民審査条項の削除は否決されてしまっ

た。 

 小委員会で削除の修正案が満場一致で決められたにもかかわらず、親委員会にあがると

今度は満場一致で否決されてしまったわけである。この間になにがあったのか。実は小委

員会で削除方針が議決されたのを受けて、GHQ のホイットニー民政局長は 10月 3 日に終戦

連絡中央事務局の山田久就政治部長に対し、次のような申し入れを行ったと伝えられる。 

 「国民審査の制度につき、貴族院の削除の意見に対し、政府は十分な考慮を払うこと。

もし、どうしても削除することになるなら、代案として、（一）任命に国会の承認を要する

ものとすること、（二）国会が選挙するものとすること、（三）任期を定めること、の三案

のうちいずれかを入れるべきである。」16

 この「政府は十分な考慮を払うこと」とは脅しにさえ聞こえる。GHQ としては、司法部

を国民により近い存在にし、国民が司法部に対しても有効なコントロールを及ぼしうる制

度的担保として国民審査を憲法に規定した。これを削除するのであれば、それと同等の民
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主的保障を求めたと考えられる。 

 ホイットニーのこの代案のうち（一）と（三）については、奇しくも司法省民事局にお

いてすでに検討されたものであった。民事局としては（一）は任命を著しく政治的ならし

める、（三）は指名権が内閣の手に握られ、最高裁を内閣の下に立たせることになる、とし

ていずれも否定的な結論を出していた 17

 また、マッカーサー草案作成スタッフで運営委員会に配属されていたハッシーは前述の

とおり、裁判官が終身官ではなく、任期付きで選挙されることになれば、裁判所の威厳は

弱められるとの立場を取っていた。すなわち、（二）も受け入れがたい提案であった。 

。 

 ホイットニーの申し入れが、憲法改正案特別委員会の各委員の意思形成をどう拘束した

かは想像するほかない。ちなみに、このとき貴族院議員として小委員会と委員会の両方の

委員を務めた憲法学者の宮澤俊義は、のちにこう記している。「貴族院の憲法委員会は、国

民審査の規定を削除しようとしたが、総司令部がそれを無条件で削除することに反対した

ので、削除はとりやめになつてしまつた。」18

 

いずれにせよ、結果として小委員会修正案可

決、委員会修正案逆転否決となり、国民審査条項は生き残ったのであった。 

４ 国民審査の投票方式 

 

 その後、1946 年 10 月 6 日に貴院本会議で「帝国憲法改正案」が修正可決され、衆院に

回付される。そして、10月 7 日に衆院は貴院回付案を可決する。10 月 29日には、枢密院

本会議で「修正帝国憲法改正案」が全会一致で可決され、天皇の裁可を経て、11 月 3日に

日本国憲法が公布される運びとなった。 

 これらの流れと並行して、司法省民事局では、国民審査のやり方を定めた国民審査法案

が起草されていく。どのような経過で現行の投票方式に決まったのであろうか。 

 1946 年７月 24 日の〔第一次〕裁判所国民審査法案要綱では、記号式〔第一案〕と自書

式〔第二案〕の二つの案が考えられていた。 

〔第一案〕審査に付すべき裁判官の氏名を印した投票用紙を用ひ投票者は罷 

      免を可とする裁判官の氏名を抹消して投函するものとすること。 

〔第二案〕投票者は投票所に於て投票用紙に自ら罷免を可とする裁判官の氏 

     名を記載して投函するものとすること 19

 さらに検討が加えられ、1946 年８月７日の〔第二次〕裁判所国民審査法案要綱では、次

。 
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の自書式がとられることになった。 

（三）投票の方式 

  投票者は、投票用紙に罷免を可とする各裁判官について、その氏名を記 

 載して投函するものとすること 20

 ここで、国民審査法案を含めた当時の司法改革法案の作成担当組織を確認しておく。 

。 

 

図表２ 司法改革法案の作成担当組織図 

 出所：拙稿〔2009〕「最高裁のルーツを探る」『政経論叢』第78巻第1・2号、７頁。 

 

国民審査法案は司法省に設置された司法制度審議会の中の第一小委員会で検討されること

になっていた。司法省民事局が起草する原案をここで審議して、賛成が得られれば司法制

度審議会の総会にかけられ、ここを通過すれば、今度は内閣に設置された臨時法制調査会

へ上げられるという手続きであった。最終的には首相に答申される。自書式を採用した〔第

二次〕裁判所国民審査法案要綱は、1946 年８月 15 日に開かれた司法制度審議会第７回総

会にかけられ、総会において全員一致の賛成を得た。 

　（皇室及び内閣関係） 　　（裁構法・検察庁法・判事弾劾法等）

　（国会関係） 　　（民法・民訴法・戸籍法等）

　（司法関係） 　　（刑法・刑訴法・陪審法等）

　（財政、地方自治関係、

　（特別参列）

　（第一小委員会より選任）

《内閣》

第三部会

第四部会

臨時法制調査会

第一部会

第二部会

委員　3人　その他）

司法法制審議会

第一小委員会

第二小委員会

第三小委員会

同
一
メ
ン
バ
ー

幹事　　　　12人

起草委員２人と
幹事全員が出席

《司法省》

幹事　25人

起草委員会

委員　83人

幹事　71人

起草委員　　6人

第一小委員会幹事会
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 民事局では要綱案の審議の進行に応じて、法案の起草にも着手する。1947 年１月 13 日

に民事局が一応の閣議請議案として作った〔第二次〕裁判官国民審査法案では、投票の方

式は次のような文言で規定されていた。 

第七条（投票の方式） 審査の投票と選挙法による選挙（以下選挙という。） 

 の投票とは、一枚の用紙によつてこれを行う。 

  投票者は、罷免を可とする裁判官がある場合に限つて、その各裁判官の 

 氏名を前項の用紙に投票所で自書するものとする 21

 当時は占領下で法案はすべて GHQ の審査を経ることになっていた。国民審査法案の GHQ

審査として、1947 年４月 15 日に GHQ 側（民政局ノヴォトニー大尉）と日本側（司法省）

による第１回会談がもたれた。 

。 

 ここでノヴォトニーは自書式の投票に懸念を表明する。というのも、「一般の投票者が、

十五人の裁判官〔中略〕の氏名を覚え、罷免を可とする者の名前を自書することは容易で

はない」からである。それに代えて彼は、「あらかじめ十五人の名前を印刷しておき投票者

には、「イエス」又は「ノー」を書くようにさせること」を提案した。これに対して、司法

省は自書式とした根拠を説明する。「日本では、衆議院議員の選挙の際、候補者の名前を書

かせることにしているので、罷免を可とする者の名前も、これと同じように書かせるとい

う考えで本案を作つたのである。」22

 ノヴォトニーは「自分のよく知っているカリフォルニア〔中略〕ではかような方法によ

つている」と返している。彼のいう「イエス」「ノー」を書くようにさせる投票方式とは、

具体的には以下のようなやり方がイメージされていた。すなわち、前述のミズーリ州の州

民審査の投票方式と同様に、裁判官一人ひとりにつき、罷免の可否を積極的に問う方式だ

ったのである。 
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    出所：内藤頼博〔1998〕『終戦後の司法制度改革の経過』（第４巻）信山社、125 頁。 

 

 これにとどまらず、ノヴォトニーはアメリカからカリフォルニア州の州民審査で用いら

れているサンプルを取り寄せ、５月２日に日本側に提示している。 

 記号式投票案を司法省はもちかえって、現行の国民審査の投票方式の原型ができあがっ

ていくことになる。1947 年７月 30 日〔第八次〕裁判官国民審査法案修正案では、次のよ

うな案文がつくられた。 

第十四条（投票の方式）審査人は、投票所において投票用紙の記載欄に、罷 

 免を可とする裁判官については×の記号を自ら記載し、罷免を可としない 

 裁判官については何等の記載をしないで、これを投票箱に入れなければな 

 らない 23

 要するに、ノヴォトニー提案の半分だけを採用し、罷免可の欄だけを残してそこに×印

のみをつける方式にしたのである。これが現行の投票方式の原型である。 

。 

 その後、この法案は 1947 年７月に議員からの提案が適当であるとの議会側の意向を受

け、議員立法として提出されることに変更される 24

 「ただ投票の方式としましては、自書主義によるべきか、記号式によるべきかについて、

相当問題はあるのでございますが、結局国民の信任を問うためには、審査人に裁判官全員

。衆院議院運営委員会に小委員会が設

けられ、ここで検討が加えられていく。そして、第１回国会にこの法案が衆議院議員提出

法案として提出された。まず、衆院司法委員会に付託される。9月 17 日、議運小委員長代

理の吉田安（進歩党）が提案理由を報告している。なぜ罷免を可とすべき裁判官にだけ「×」

をつける方式にしたかをこう説明した。 

次 の 判 事 は 罷 免 せ ら る べ き も の な り や 否 や

然　　り 然  ら  ず

何  　某

何  　某

何  　某

（投票者は○印のみをつける）

○

○

○
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の氏名を知らせる必要のあること、及びなるべく簡易な方法で投票し得るようにすべきで

あると考えまして、記号式を採用することにいたしました。しかしながら、審査人がすべ

ての裁判官について十分なる認識を有するとは言えず、従つて罷免を可とする場合は別と

しまして、罷免を可としないという意思表示を求めることは、いささか無理を強いること

にもなりますので、単に罷免を可とする場合のみ、その裁判官についての記号を付するこ

ととし、何らかの記載をしないものは罷免を可としないものと認めることにいたしまし

た。」25

 質疑では投票用紙に記載される「注意」の文言をめぐって注文がついた。投票用紙の形

式は最高裁判所裁判官国民審査法の別記として、法律の末尾に掲載されるものである。当

初は投票用紙の「注意」として、「罷免を可とする」ということばが使われていた。9 月

26 日の衆院司法委員会で質疑に立った中村俊夫（民主）は、この言葉は「非常にむずかし

い言葉だと私には思われる」し、誤解して×印をつけるのではないかと懸念を表明した。

この指摘を受けて同じ日の午後に福原忠雄・法制局第一部長から、次のような修正案が示

された。 

 

   原案     →      修正案 

「罷免を可とする」 → 「やめさせた方がよいと思う」 

「罷免を可としない裁判官については、その裁判官に対する×の記号記載欄を空欄の

ままとすること。」「×の記号を記載する以外は、何も書かないこと。」 

           → 「やめさせなくてもよいと思う裁判官について 

             は、何も書かないこと。」 

「×の記号を記載する欄」 → 「×を書く欄」 

「裁判官の氏名」   →  「裁判官の名」 

 この文言で投票用紙の「注意」は確定し、現在でもその文言が投票用紙に記載されてい

る。国会質疑での修正はこの点だけで、あとは小委員会提出案のとおり衆参両院を通過し

て、1947 年 11 月 20日に最高裁判所裁判官国民審査法は公布・即日施行された。 

 

５ 国民審査の今後 

  

 高裁裁判官国民審査は 1949 年１月 23 日に第１回が実施され、その後 2009 年９月の審

査で 21 回を数える。この間、もちろん罷免された最高裁裁判官は一人もおらず 26、この制
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度の空洞化が常に叫ばれてきた。 

 とはいえ、国民審査自体を廃止するには憲法改正が必要になる。1994 年 11 月に読売新

聞社が憲法改正試案を紙面で発表した。そこでは、国民審査制度は廃止され、次のように

改正されている。 

第九八条（最高裁判所の裁判官、任期、定年） 

 ②最高裁判所の裁判官は、任期を五年とし、再任されることができる。 

 その 10 年後の 2004 年５月にも読売新聞社は 1994 年試案を改正した 2004 年試案を発表

しているが、国民審査については、1994 年試案と同じである。試案を報じた紙面には、主

な条文の改正理由が説明されているが、この国民審査制度廃止についてはなんの説明もな

されていない。 

 すでに述べたように、司法省民事局では国民審査の代案として任期制と再任制を検討し

ていた。「裁判官に一定の任期を定める場合、再任のことも考へねばならない。〔中略〕最

高裁判所の裁判官の場合には却つて指名の権限がなく、全く内閣の取捨に任かされて了ふ

ことになるのである。即ち、最高裁判所の裁判官に任期を定めることは、最高裁判所を内

閣の下に立たしめる結果となり〔中略〕その弊は、実質に於て、国民審査の制度の弊に勝

るものがあらう。」27

 それはさておき、衆参両院に設置された憲法調査会が、それぞれ 2005 年４月に報告書

を出している。それをみると、やはり制度存続に否定的な意見が多かったことがわかる

読売試案の検討過程では、この歴史的資料はどのように参照されたの

であろうか。 

28

 加えて、2001 年６月に提出された「司法制度改革審議会意見書」も、国民審査制度につ

いて言及している。「最高裁判所裁判官の国民審査制度については、その形骸化が指摘され

ている。こうした現状を見直し、最高裁判所裁判官に対する国民の信頼感を高める観点か

ら、最高裁判所裁判官の国民審査制度について、国民による実質的な判断が可能となるよ

う審査対象裁判官に係る情報開示の充実に努めるなど、制度の実効化を図るための措置を

検討すべきである。」

。

憲法改正となれば、国民審査制度は廃止されそうな雲行きである。 

29

 私自身はといえば、こんな制度は欺瞞だと考えて、国民審査の投票はずっと棄権してき

た。しかし、2009 年８月の審査結果を見て、意外に有効なのではないかと考え直しはじめ

ている。 

すなわち、ここでは廃止は打ち出されておらず、制度の実質化が提

言されている。 
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 国民審査の投票用紙に裁判官を記載する順番はくじで決められる。国民審査法 14 条が

そう規定している。毎回一番「×」が多く付けられるのは、先頭に名前が書かれた裁判官

であった。これを「順序効果」という。順序効果を避けるには、技術的には簡単で、順番

を並べ替えた投票用紙を４種類くらいつくればすむ。しかしこれにも法改正が必要で、こ

のような順序効果を防ぐ方策はとられてこなかった。 

 ところが、2009 年８月に実施された国民審査では順序効果がみられなかった。図表３の

とおり、「×」印が一番多く付いたのは、投票用紙の３番目に記載された涌井紀夫裁判官の

7.73％、次が６番目の那須弘平裁判官であった。有権者は意図してこの二人に「×」印を

つけたのである。なぜか。 

 

図表３ 第 21 回国民審査（2009 年 8 月 30 日）の投票結果 

最高裁裁判官名 罷免（×印）票 信任（無印）票 罷免要求率 

 桜井 龍子  4,656,462  62,282,623  6.96％③ 

 竹内 行夫  4,495,571  62,443,553  6.72％ 

 涌井 紀夫  5,176,090  61,763,059  7.73％① 

 田原 睦夫  4,364,116  62,575,038  6.52％ 

 金築 誠志  4,311,693  62,627,434  6.44％ 

 那須 弘平  4,988,562  61,950,605  7.45％② 

 竹崎 博允  4,184,902  62,754,264  6.25％ 

 近藤 崇晴  4,103,537  62,835,628  6.13％ 

 宮川 光治  4,014,158  62,925,016  6.00％ 

作成参照：『朝日新聞』2009 年９月１日。 

  

一票の格差是正を訴える「一人一票実現国民会議」が、2009 年 7 月下旬から 8 月の国民審

査当日まで、全国紙を中心に一面を使った意見広告を出した。しかも、そこには図表４の

ように、裁判官ごとの「一票の不平等」についての意見を記載したリストが付けられてい

た。この影響は大きく、1票の不平等を容認する、合憲であるとする判決にくみした涌井、

那須両裁判官に「×」印を意識的に付けた有権者が少なからずいたことになる。ただ、こ

の二人をのぞけば、やはり順序効果が確認できる。 
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図表４ 「意見広告「一人一票」の実現のために最高裁裁判官に対する国民審査権を行使

しよう」に掲載された最高裁裁判官リスト 

 

出所：『朝日新聞』2009 年 8 月 25 日。 

 

 インターネット上でも罷免運動は展開されていた。ターゲットは元外務事務次官の竹内

行夫裁判官であった。イラクへの自衛隊機派遣をめぐって、名古屋高裁が違憲認定したの

は 2008 年 4 月である。同年 10 月に、竹内は最高裁判事に任命される。実は、イラクへの

自衛隊機派遣の要請がアメリカ側からあったのは竹内の事務次官時代にあたり、竹内は小

泉純一郎首相に派遣を進言した。違憲行為を推し進めた竹内は最高裁判事にふさわしくな

いとして、罷免運動がネット上で提起されたのである 30

 ところで、この国民審査の１か月後の 2009 年 9月 30 日、2007 年参院選定数訴訟の上告

審判決が大法廷で言い渡された。そこでは、那須弘平裁判官は前回の合憲判断（「一票の不

平等を容認」）から違憲に回ったのである。多数意見は最大 4.86 倍の格差は「違憲とはい

えない」（10 人）で、訴えは退けられた。国民審査の結果が那須裁判官の心証形成にどの

程度影響を与えたかはわからない。しかし、まったく影響を与えなかったとはいえないの

。しかし、その結果は図表３のと

おり芳しくなく、順序効果に埋没してしまった。全国紙の意見広告に比べて、ウェブの効

果は限定的であったといわざるを得ない。 
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ではないか 31

元最高裁判事の滝井繁男は近著の中で、国民審査制度について「廃止論もあるが、最高

裁裁判官の地位の重要性を考えれば、主権者が行政府の任命をコントロールすることがで

きる余地を残しているという点では民主国家において大きな意味をもつものであって、む

しろ、その趣旨を生かすことこそを考えるべきである」と述べている

。もっといえば、争点が明確にされれば、国民審査制度はその潜在力を顕在

化できるのではないのか。 

32

 「信頼」という言葉で締めくくれば、国民の司法に対する信頼をつなぎとめる制度とし

て、国民審査制度は尊重されるべきであろう。 

。その趣旨に反し

て、たとえば現行の投票方式はなるほど「ワンクリック詐欺」まがいに違いない。ミズー

リ州の州民審査の原点に戻って投票方式を再考し、より充実した運用がはかられることを

願いたい。 
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第４部 諸外国における行政の信頼研究、信頼向上方策との比較検証 

― 日本政府はどう対応しているか：国際比較の視点から 1

 

― 

 菊地 端夫 

 

はじめに 

 

行政組織のみならず、広く社会組織や社会一般において信頼が果たす機能については、

ロバート・パットナムの Social Capital 論を皮切りに多様な議論が行われるようになった

（Putnam 1994, Fukuyama 1996, Braithwaite and Levi 1998, Hetherington 2004, 田

中・岡田 2006）。また、行政において信頼に注目が集まるようになった直接的なきっかけ

は、近年になって、政治や行政といった制度に対する信頼が低下してきたこととされる（ナ

イ 2002）。特にわが国では、近年になって官製談合や長期欠勤職員への給与支給や「ヤミ

手当て」の支給、さらには飲酒運転など、公務員による汚職や不祥事の報道を目にする機

会が増えた。また年金制度や社会保険庁に対する不信の増大は、若者を中心とする未払い

の増加を招き、さらに社会保険庁そのものが組織としては解体されることが決定されるな

ど、もはや信頼を失った組織はたとえ行政であっても安閑としていられない状況となって

いる 。わが国の政府や行政は、「信頼の危機」（西尾 2003:28-29）を迎えているのである。 

このような信頼低下の背景として、政治学などからは市民の政治文化の変化や、新聞や

テレビによるマスコミ報道の影響などが指摘されている(Inglehart 1990 1997, Pharr 

2000, 猪口 2004)。しかしながら本稿が注目するのは、こういった信頼する側の市民の変

化ではなく、信頼される側である行政の変化が市民の認識と信頼に与える影響である。本

稿では、各国における政治・行政に対する市民の信頼状況の動向の把握と、各国の政府が

市民の信頼をどのように捉え、そして今日指摘される信頼低下に対応しようとしているの

かについて検討を行う 2

わが国の国民年金の事例に代表されるように、今日しばしば指摘される政府・行政に対

する信頼の低下については、信頼低下の状況は各国でばらばらであり、一定のトレンドは

。これらの作業により、わが国の政府対応の現状と今後の在り方

について、一定の示唆を導き出せればと思う。特に注目するのは、近年の行政改革のモチ

ーフであるNPM（New Public Management）が市民の政府・行政に対する認識や信頼に

与えた影響である。 
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存在しないという意見も根強い。ただし少なくとも、信頼される側である政府の側は、自

らの活動の正当性確保や政策目的の達成のために、市民の政府活動に対する認識や支持の

変化に一層敏感になっている。本稿では最初に、各国政府の市民の信頼に対する考え方や

信頼確保策を概観することにより、今日の政府・行政と市民の信頼の関係について包括的

な検討を行う。 

次に、わが国を含めた過去数十年間の行政改革が市民の政府・行政に対する認識や信頼

に与えた影響について検討を行う。NPM の考え方に基づいた改革は政府活動の効率化を

志向することから、市民の信頼や支持は向上するとも考えられるが、実際の改革の度合と

市民の信頼の関係は、より複雑である。改革は信頼を向上させることもあれば、低下させ

ることもある。各国が実施した NPM に基づいた（とされる）行政改革の実相に注意を払

いながら、改革が市民の信頼に与えた影響を検討し、わが国における政府対応の現状と今

後の方向性について示唆をまとめることとする 

 

１ 政府への信頼に対する各国の取り組み 

 

信頼という概念が政府にとって無視しきれない状況となった直接のきっかけは、政府や

行政に対する市民の信頼低下がしばしば指摘されるようになったことである。信頼の低下

は、アメリカ、ヨーロッパ、日本といった先進諸国に共通の現象であるとされる（ナイ 

2002）。また特に最近は途上国でも、信頼の低下が問題になりつつある（中邨 2001）。こ

の状況をうけ国際機関や各国では、政府に対する信頼の状況を把握しようと、政府自らに

よるものや大規模な調査研究プロジェクトなどにより、市民の政府や行政に対する認識や

信頼、提供されるサービスに対する満足度合いなどを測定し、その結果を分析して今後の

政策展開や行政改革の方向性へ反映させていこうという潮流が形成されつつある。 

 図表 1 は、国際機関や主要国における政府や行政への信頼に関する調査や研究の状況を

まとめたものである。OECDは、1999 年に加盟国の汚職対策や公務員倫理に関する取り組

みをまとめた報告書を”Building Public Trust”として公表しているし、2005 年 11 月には

政府への信頼に関する初の閣僚会合をオランダで開催し、各国の状況や取り組みについて

意見交換を実施している（OECD 2000, 2005b）。国連では、行政や公務員に対する信頼低

下の歯止めをかけるため毎年 6 月 23 日を「公務員の日（Public Service Day）」と定め優

秀行政組織の顕彰を行いはじめている（中邨 2003）。また 2007 年 6 月に「政府への信頼
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構築（Building Trust in Government）」をメインテーマに政府再生に関する大規模な国

連会議（Global Forum on Reinventing Government）をオーストリアで開催している

（United Nations 2007）。このように市民の信頼が将来の政府や行政の姿に与える影響と

役割を見極め、政府や行政への信頼を構築していこうという取り組みは、いまやグローバ

ルな課題になりつつある 3

図表１ 各国の政府への信頼に関する調査・研究の状況 

。 

機関・国名 調査・研究の概要 

国連 

・2003 年国連総会において 6 月 23 日を「国連公務員の日（The United Nations Public 

Service Day）」に制定。毎年同日に「国連公務員賞（Public Service Award）」の顕彰を

実施 

・2007 年 6 月に「政府への信頼構築（Building Trust in Government）」をメインテー

マに政府再生に関する国連会議（Global Forum on Reinventing Government）をオー

ストリアで開催 

OECD 

・2000 年に加盟国の公務員倫理に関する取り組み（Building Public Trust）を公表 

・2005 年に政府への信頼に関する閣僚会合を開催（Meeting of the Public Governance 

Committee at Ministerial Level） 

EU ・欧州委員会（European Commission）が 1973 年から Eurobarometer を実施。 

カナダ 
・市民への顧客満足度調査（“Citizens First”調査等）を過去 10 年実施 

・公共政策の優先順位について”Listening to Canadians”調査を実施 

デンマーク ・1998 年に財務省により市民と行政に関する調査を実施 

フィンラン

ド 

・2000 年から 01 年にかけて政府・行政に対する市民の信頼に関する大規模な研究を実

施（政府委託調査） 

オランダ 
・2003 年から、政府への信頼に関する”Belevingsmonitor”調査を開始。その後毎月調査

実施中 

イギリス 

・内閣府（Cabinet Office）が公共サービス満足度調査や研究を実施。 

・2004 年、2006 年に公務倫理基準委員会（Committee on Standards in Public Life）

が公務従事者に対する信頼調査を実施 

・2005 年に副首相府（Office of Deputy Prime Minister、現在の Communities and Local 

Government）が地方政府改革のメタ評価としての信頼調査を実施 
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図表１ 各国の政府への信頼に関する調査・研究の状況（つづき） 

機関・国名 調査・研究の概要 

イギリス 

（つづき） 

・2003 年に監査委員会（Audit Commission）が自治体レベルでの調査を実施。またコ

ーポレート・ガバナンスと信頼に関する研究を実施 

・経済社会研究評議会（ESRC）による公共サービス研究プロジェクト（代表者

Christopher Hood）が行政や公務員に対する信頼調査を開始 

・2007 年、会計検査院（NAO）がプライスウオーターハウスと共同で「信頼構築賞

（Building Public Trust Award “For telling it how it is”）」実施し、優れた実績をあげ

た公共機関の顕彰を実施 

アメリカ 

・全米選挙調査（National Election Study） 

・The Gallup による政府への信頼調査 

・1998 年ピュー財団（The Pew Research Center for the People and the Press）によ

る市民の政府への認識に関する調査 

・1999 年フォード財団等（Council for Excellence in Government’s and Ford 

Foundation ‘s Partnership for Trust in Government）による市民の政府への認識に関

する大規模な調査 

・1972 年から政府間関係諮問委員会（ACIR）による連邦、州、自治体への信頼調査 

日本 

・1980 年代の第二次臨調において、「国民の信頼確保」が答申のキーワードに 

・1989 年「総務庁年次報告書」が「国民の信頼と行政」を掲げる 

・2000 年に「国家公務員が国民全体の奉仕者であってその職務は国民から負託された公

務であることにかんがみ、国家公務員の職務に係る倫理の保持に資するため必要な措置

を講ずることにより、職務の執行の公正さに対する国民の疑惑や不信を招くような行為

の防止を図り、もって公務に対する国民の信頼を確保することを目的」とする国家公務

員倫理法が施行 

・2006 年総務省が事務次官通知「地方行政及び地方公務員に対する信頼の回復について」

を発出 

（出典）：OECD (2005b, 14-15)、Bouckaert, Van de Walle and Kampen (2005)を基に独自の調査を追加 

また EU の欧州委員会（European Commission）は、1973 年から加盟国内の世論や価

値観を調査するため Eurobarometer を実施し、その中で政府への信頼や EU に対する信

頼に関する質問を行っている。さらに 1990 年からは EU 加盟候補国（Candidate 
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Countries）内の制度への信頼や民主主義的価値観に対する評価に関する調査が追加され

るなど、市民の認識や信頼の把握が拡大して行われている。 

各国別ではカナダが 1998 年から政府サービスに対する満足度調査（Citizens First）を

実施し、2 年から 3 年毎に一回の割合で調査が継続されている。また公共事業・政府業務

省（Public Works and Government Services Canada）が 2003 年から“Listening to 

Canadians”という世論調査により政府の優先課題とこれまでの政策の業績評価、そして

政府に対する信頼の調査を行っている。 

イギリスでは、内閣府や監査委員会（Audit Commission）が公共サービスに対する市

民の満足度や研究を主にブレア政権下で実施してきた。1994 年には公務倫理基準委員会

（Committee on Standards in Public Life）が政府内に設立され、公務に携わる者が遵守

すべき原則として、無欲（Selflessness）、清廉（Integrity）、客観性(Objectivity)、説明責

任(Accountability)、公開(Openness)、公正(Honesty)、指導性(Leadership)の七原則を定

め、これらの原則が市民の認識と合致しているか、そして公務従事者の活動がどの範囲ま

で許容されるのかについて、2004 年と 2006 年に大規模な調査が実施されている

（Committee on Standards in Public Life 2004, 2006）4。これにより、公務従事者に対

する市民の信頼や活動に対する認識、政策の優先課題を把握し、公務従事者に許容される

活動範囲の画定や活動の有効性、説明責任の達成度合いを評価しようという意図がある。

さらに自治体に対する市民の信頼回復を目的の一つとした改革である自治体現代化アジェ

ンダ（Local Government Modernisation Agenda）では、改革の直接的な成果のみならず、

改革の中長期的な成果を把握しようとし、2005 年に市民の自治体に対する信頼に関する調

査を行っている。そのほか、2003 年には監査委員会が自治体レベルでの信頼調査を行い、

2007 年からは会計検査院（National Audit Office）がプライスウオーターハウスと共同で

「信頼構築賞（Building Public Trust Award “For telling it how it is”）」実施するなどの

取り組みを行い始めている 5

アメリカでは、民間のギャラップ（Gallup）社やシカゴ大学のプロジェクトに端を発す

る全米選挙調査（National Election Study）が 1960 年代から政府に対する信頼を調査し

ている（図表 4 参照）。また政府機関である政府間関係諮問委員会（Advisory Commission 

on Intergovernmental Relations）が 1972 年から連邦、州、自治体への信頼調査を実施し、

同委員会が解散された後も、元事務局長の John Kincaid 氏らによって追跡調査が実施さ

れている（Cole and Kincaid 2006）。そのほか 1998 年にはピューリサーチセンター（The 

。 
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Pew Research Center for the People and the Press）が市民の政府への認識に関する大規

模な調査を行うなど、政府への信頼の把握に努めている。 

わが国でも、すでに 1980 年代の第二次臨調で「国民の信頼確保」が答申のキーワード

として掲げられ、1990 年代に相次いだ高級官僚の汚職事件を契機に制定された公務員倫理

法では、第 1 条の目的規定において「公務に対する国民の信頼を確保すること」が掲げら

れた。その後、「信頼確保」や「信頼の回復」といった言葉は、改革のスローガンやキャッ

チフレーズとして頻繁に用いられるようになった。近年では、総務省が 2006 年 11 月に各

自治体に対し「地方行政及び地方公務員に対する信頼の回復について」という事務次官通

知を発出し、「最近、地方公共団体において、資金の不適正な取扱い、工事発注を巡る不祥

事、休暇の不適切な取得、飲酒運転による交通事故など不祥事件が相次いでいる」として、

綱紀粛正と不祥事を引き起こす土壌の見直しにより地方行政および地方公務員に対する信

頼回復の努力を促している。 

このように国際機関や各国では、今日指摘される政府活動に対する市民の信頼低下やそ

の要因について実態を把握しようとつとめ、対策の検討が行われはじめたところである。

これら各国を横断する調査である世界価値観調査（World Value Survey）のうち、日本を

含む世界 17 カ国のデータを 1980 年代と 1990 年代で比較すると、警察、法律システム、

軍隊、議会、行政のいずれの公共の制度とも信頼が低下している 6。公共制度の中では行

政に対する信頼が最も低く、推移も低下状況にある。それに対して非営利・民間制度に対

する信頼は、教会と労働組合で若干の低下がみられるものの、信頼低下がより深刻なのは

公共制度ということになる。 
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 図表２ 世界価値観調査対象 17カ国における公共、非営利・民間制度に対する信頼 

  1980 年代 1990 年代 変化 

公共制度 

(Public Institution） 

警察 74％ 70％ －4% 

法律システム 61％ 55％ －6% 

軍隊 61％ 46％ －15% 

議会 48％ 43％ －5% 

行政 46％ 43％ －3% 

非 営 利 ・ 民 間 制 度

(Nonprofit/Private Institution) 

教育システム 63％ 64％ ＋１% 

教会 54％ 50％ －4% 

大企業 44％ 48％ ＋4% 

メディア 38％ 40％ +2% 

労働組合 39％ 38％ －１% 

（出典）：Pharr and Putnam (eds.). (2000:55). 

（注）データ出所は World Value Survey 1980-84, 1990-93. 

 

 各国が共有しつつある政府不信に対する危機感の根拠は、この調査結果にある程度表れ

ている。特に注目すべきは、行政に対する信頼が議会とともに公共の制度に対する信頼の

中で最も低く、その推移も低下状況にあることである。なぜなら、たとえば非営利の制度

である教育システムに対する信頼が高くとも、実際に教育機能を効果的に実施しうるかど

うかは、教育政策に係る政策や規制など行政の活動が効果的に行われるかどうかにもかか

っているからである。さらに法律システムに対する信頼も、現実的にはその法律が機能す

るかどうかは各法律を所管する省庁が発する規則や指針が、社会に受け入れられるかどう

かに左右される。行政に対する信頼の低下は、他の公共制度や非営利制度が期待される効

果を発揮するかどうかに影響をおよぼし、他の制度に対する信頼にも大きく関わってくる。 

 さらに、1981 年、1990 年、1995‐1997 年、1999-2000 年調査の中で最低 3 時点間の

データが取れる国々での行政に対する信頼の平均は、徐々に低下している（大山 2007）。

政府に対する信頼は、1990 年代後半から 2000 年代にかけても、徐々に低下しているので

ある。このように政府に対する市民の信頼の世界的な低下は、実際のデータにおいても明

らかであるが、急激な低下というよりは、いわば静かなる衰退とも呼ぶべき状況ともいえ
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る。これに対して各国のデータをより詳細に検討した研究では、長期的な調査の不在やデ

ータの不備により実際には各国の状況はばらばらであるかそのトレンドがはっきりせず、

世界的な信頼の低下現象がおこっているとは言い切れないとする（Van de Walle, 

Roosbroek and Bouckaert 2008）。ただし、信頼が実際に低下しているかどうかは別にし

ても、信頼される側である政府が市民の政府への信頼を重要なものとして位置づけ、各国

がそれぞれ独自に政府に対する信頼の実態の把握に努めようとし、その対応策を図ろうと

いう方向性が形成されつつあることは確かなようである。 

 

２ 行政改革と信頼 

 

（１）行政改革の契機としての信頼低下 

上記のような各国の取り組みには、政府に対する市民の信頼が政府活動にとって重要な

ものであるという認識の高まりがあると同時に、行政改革が実施される理由として、政府

に対する市民の信頼低下が指摘されるようになったという背景がある。政府への信頼低下

は、公務員志望者数の減少による優秀な人材の確保難、脱税の増加、警察活動のような執

行行政への自発的協力の拒否といった形で、行政活動にとって決定的である人的・金銭的

資源の提供と、モラルコミットメントを拒むことになるであろう。また信頼低下は、政府

が行う政策や事業が受容されにくくなることにより政策の有効性や実施にかかるコストを

高め、ますます活動が支持されなくなるという悪循環のきっかけともなる。 

そのため、信頼低下によって表される政府活動に対する市民の支持の低下をもって、行

政改革の必要性が指摘される場合が多い。1980 年代、レーガン大統領は「政府は問題の解

決ではなく、政府自体が問題なのだ（Government is not the solution to the problem, 

government is the problem）」と述べ、改革の必要性を論じた（Ingraham 1996:247-267）。

田中（2006:4）は、「行政は規制や給付を権限に基づいて行うものであるから、対象とな

る個人や事業者に対して自ずと上位者の地位に立つ」ため、「いわゆる官僚的態度、“由し

むべし知らしむべからず”といった独善的姿勢、情報の秘匿、さらには閉鎖的組織の中で

の腐敗の発生といった問題が生じる余地がある」とし、「信頼性の確保」は行政の構造的課

題であると指摘する。市民の信頼は、それが低下することによって政府や行政の活動や管

理携帯の見直しなど、行政改革が行われる契機や改革の必要性を示す、いわばシグナリン

グ機能を有するといえる。 
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このように一般的には、政府や行政に対する信頼低下が行政改革を誘引するとされてい

る（Kettl 2002, ナイ 2000）。ヨーロッパを中心に 1990 年代の市民の政府に対する態度

を調査した Norris（1999）も、民主主義という制度自体への信頼は依然として高いものの、

政府や行政の運営の在り方に関する評価が大幅に低下しており、このギャップが各国に行

政改革を促す要因となっていると指摘している。Suleiman（2003）はこの政府や行政に

対する信頼と行政改革の関係について、信頼低下が著しい国では NPM 型の改革が政府の

広範な領域に及び、信頼低下が緩やかな国は改革は限定的であると仮説を設定し、各国の

信頼低下の状況と行政改革の関係を検証している。Suleiman はまず NPM 型改革が広範

な領域に及んでいる国と及んでいない国を分類し、それぞれのグループの国々の政府や公

務員に対する信頼状況を比較検討した（図表 3）。 

 

図表３ 「NPM 型」行政改革の各国別受容度 

広範 限定 

アメリカ ドイツ 

イギリス スペイン 

ニュージーランド 日本 

オーストラリア オーストリア 

カナダ ノルウェー 

スウェーデン フィンランド 

オランダ イタリア 

デンマーク フランス 

（出典）：Suleiman (2003:66) 

 

その結果は、信頼低下と NPM 型行政改革の実施が一致するのはアメリカのみであり、

それ以外の国々では両者の特徴的な関係は見出せないという。Suleiman によれば、不信

の割合が増加しているのはアメリカのみであり、ヨーロッパではすべての国で信頼が低下

しているわけではなく、さらにイタリアや日本は官僚への信頼が低下しているのに NPM

型行政改革への動きが鈍いのに対し、北欧やイギリスは官僚への信頼が比較的高くても

NPM 型改革が実施されているという。政府や公務員に対する信頼が低下した時期と改革

への着手のタイミングが一致するのはアメリカの1970年代の信頼低下と 80年代のレーガ

ン政権の改革だけであり、信頼低下と NPM 型改革の進捗度の関係を説明するのは困難だ
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としている。 

また、どの国も政府や行政の活動に対してはおおむね好意的であり、行政活動に対する

期待には変化がなく、逆に期待が高くなっている国もあり、政府や行政の活動に対する見

方の変化と、改革の進捗状況には直線的な関係はみられない。世論調査は、個別の政策や

課題についての一般の望みや願いを示しており、政治家が最も気にかけるものであると同

時に、世論もまた行われた政策に関する世論調査に対して反応するものである。そのため、

両者には強い相互関係が認められるが、行政改革の取り組みは世論に対する反応なのか、

それとも政治家の行為に対する反応なのかについての見極めが難しい。また世論は経済環

境や政治的なスキャンダルに敏感であるため、不信と行政改革の直接的な関係については、

様々な要素を考慮する必要があるとする（Suleiman 2003:63-88）。 

同様に Pollitt and Bouckaert（2004:131-134）はヨーロッパ各国の行政改革と行政に対

する信頼の関係を検証しているが、1981 年と 1990 年の行政に対する信頼を比較すると、

最も改革が進行したイギリスでは信頼が低下し、改革が限定的とされるドイツでは信頼が

向上しており、信頼低下の度合いと改革の進捗の関連は薄いとしている。これら既存の研

究では、市民の行政や公務員に対する信頼低下が行政改革の契機となっているという明確

な証拠は得られないが、Kettl（2005:65-67）は、市民の信頼は行政改革の遅行指標（lagging 

indicator）であるため、行政改革の取り組みが市民の信頼向上に寄与するのには時間がか

かる可能性を示唆している。信頼低下のタイミングは世界的な行政改革が動き出した数十

年前から始まっているから、市民の信頼は行政改革を促す先行指標であり、行政改革の遅

行指標であるということである。 

 

（２）行政改革の成果としての信頼向上 

上記のように、行政に対する市民の信頼低下と行政改革の取り組みには既存の研究では

直接の関係は認められなかった。ただし、信頼低下が直接的に行政改革を促す契機になら

なくとも、少なくとも行政改革は市民の信頼向上を目的とした様々な取り組みの一つでは

ある。1990 年代、クリントン政権時に実施された行政改革である政府業績審査（NPR：

National Performance Review）では、「結果とサービス向上を通じて公的信頼を取り戻す

（Rebuilding public trust through results and service）」ことを目的の一つとしていた

（Pollitt and Bouckaert 2004:131）。先の Suleiman(2003)の検証では、信頼低下と行政改

革への取り組みが一致していたのはアメリカだけであったが、全米選挙調査（National 
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Election Study）においても、2000 年までのクリントン政権の間の連邦政府の取り組み後

は、信頼は回復基調である（図表 4）。世界価値観調査でも、アメリカの行政に対する信頼

はほぼ同時期に回復傾向にある。アメリカでは、“government”や”civil service“という

言葉は一般的には連邦政府官僚（the feds）を指す言葉として用いられるので、NPR が意

図したとおり、公務員に対する信頼がある程度回復してきていることが伺われる（King 

2000）。もちろん、景気動向との関連性や 2001 年 9 月のテロ以降の情勢などについては

別の要因も考えられ、実証的な検証が必要なのはいうまでもない。ただし少なくとも現象

面では改革の取り組み後の 2000 年頃に信頼が向上しており、表面上は NPR の目的は達成

されたことになる（大山 1999）。 

 

図表４ アメリカ連邦政府への信頼（全米選挙調査） 

（出典）：National Election Study 1964-2004 

（注）「あなたはどの程度、ワシントン DC の政府は正しいことを行っていると思いますか（How 
much of the time do you think you can trust the government in Washington to do what is 
right？）」という質問に対し「ほとんど常に（just about always）」、「大体（most of the time）」
と回答した割合を合計した数値。調査は 1958 年から行われているが、1960 年、1962 年のデ

ータが欠損しているため省略している。 

  

このようにアメリカでは行政改革の取り組み成果の一つとして政府や公務員に対する信

頼の向上が認められるが、1980 年代から積極的に行政改革を実施してきたニュージーラン

ドでは、行政、公務員に対する信頼は低下傾向が続いている。ニュージーランドのNPM型

改革は 1984 年のロンギ労働党政権から始まったとされるが、それ以前の 1975 年時点調査

に比べて、1994 年時点でニュージーランドの公務員に対する信頼は低下しており、その度

合いはわずか 10％程度である（State Service Commission 2000）。ニュージーランド政府
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の行政人事管理委員会State Service Commission）はこの低下要因について特に政府業績

との関連について分析を試みているが、その結果はどの業績も大幅に改善されており、信

頼低下と政府業績との間には関連がないと結論付けている 7

 

。OECD（2001）も、ニュー

ジーランドで改革への取り組み時期と政府への信頼低下が合致した理由について、政府の

透明性が高まったことにより国民の間の政府に対する期待が高まったこと、改革の進捗が

政府を不人気にさせたこと、コミュニケーション不足で国民が改革の中身を理解していな

かったこと、の 3 点を指摘している。改革はその成果に対する期待を高め新たな需要を産

むため、政府に対する不満を高めやすく、改革が長引くほど改革自体の疲弊が進み、信頼

向上を一層難しくさせる危険もあるということである（Van de Walle 2004）。 

（３）ＮＰＭ型改革と信頼 

ニュージーランドの事例が示唆するのは、信頼は改革の成果のみならず改革の負のコス

トにもなりうるということであるが、興味深いのは、“NPM”で一括りにされる行政改革

の戦略、方法の違いである。実は、先に信頼低下の度合いと各国のNPM型行政改革の進捗

状況の関係を検討したSuleiman（2003）は、何をもってNPM型改革が“広範”か“限定”

となるかについて説明していない。NPMは、論者により様々な定義がなされているが、諸

外国の行政改革の事例を検証することにより帰納的に抽出・理論化された諸原理の集合で

あり、問題意識や視座のありようによって多様な概念が含まれるとされる（Hood 1991）8

 わが国では、2001 年に経済財政諮問会議の「経済財政運営と構造改革に関する基本方針

2001」の中で、NPM に基づいた行政改革の推進を正式に表明している。総務省のまとめ

による具体的な改革事例は、大別して民営化や PFI といった民間能力の活用、政策評価や

行政評価の導入による成果主義、戦略マネジメント、顧客満足度調査などの顧客主義の導

入、ストリートレベル職員への権限委譲（empowerment）などによる現場主義の徹底、

発生主義会計の導入によるコスト意識の徹底、そのほかアウトソーシング（外部委託）、エ

ージェンシー化（独立行政法人化）など多岐に亘るが、これら全て、NPM による影響で

あるとされる（新たな行政マネージメント研究会 2002）。 

。 

このように一般的にはNPMは公的部門への競争メカニズムの埋め込みによる効率性や

有効性の確保を目的とした、純粋な行政経営論であるという理解が多い。しかし、NPMを

信頼という概念をもとに別の意義付けも可能と思われる 9。第一に、NPMでは市民を行政

が提供する公共サービスの「顧客」であることを強調する。この顧客主義の浸透は、政府
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が活動を行う際により一層市民の声や需要により耳をそばだてることを要請し、自治体レ

ベルでは各施策の「市民満足度調査」や「住民アンケート」などが盛んに行われるように

なった。NPMは行政をより積極的な意味で市民の意識や意向に敏感になるように促してお

り、その意味でNPMは、市民の行政に対する認識を把握し、市民の信頼の維持・回復を意

図したものでもある。 

 第二に、NPM では成果の拡大のため、日々市民と接触する現場職員へ事務の執行に係

わる裁量権を与え、組織内で権限の下方委譲（empowerment）を行う。これは、達成す

るために必要な裁量や権限無しには、成果を期待することはできないという論理的必然性

から導き出されるものであるが、そこでは、現場の職員が委譲された裁量を上級職員の監

視の目が無くとも乱用したり不法に行使せず、成果算出のために活用してくれるだろう、

といういわば職員間の信頼が前提となっている。権限の現場職員への委譲には、任せるに

たる信頼の存在が必要なのである。ここには、行政という組織内部での職員間の信頼を高

め、それをもって市民の政府に対する信頼を高めようという意図が読み取れる。 

 最後に、NPM は行政活動の伝統的な因果律である制度、管理、政策の関係を見直すこ

とにより、行政活動をより市民の要望や支持、信頼といった市民側からのインプットによ

って規定しようとする試みである。西尾（1990）は、行政学は行政の様態をめぐる制度、

管理、政策の接合関係を主な研究対象とする学問的営為であるとする。田辺（2001：

134-144）によれば、近代的な行政組織の発展は、国家の発展のための自律的な専門家集

団としての公務員制度の制度化を出発点とし、それをどのように管理し、どういった政策

を導いていくかという因果関係を持っていたとする。明治維新以降の官僚制の制度化、官

僚主導による富国強兵政策の展開、戦後も続いた官僚主導型による経済成長などが典型で

あろう。そのため、行政活動における因果律は、まず制度が存在し、それを機能させるた

めの管理により政策が産み出される。政策は、制度のアウトプットとして導かれるのであ

る。行政学の中核的課題である官僚制の研究は、こういった因果律を前提としている。つ

まり、公務員の人事行政は単なる人事管理にとどまらず、「統治的性格」を有する公務員制

度として捉えられ、これをどう管理するかを検討することにより、政策の方向付けをして

いこうと試みるのである（辻 1991）。 

しかし、NPMではこういった「制度→管理→政策」の因果律をむしろ反対の方向から捉

える。NPMの考え方では、環境条件の変化により政策変更が迫られたり新たな政策課題が

提案されるとき、制度を所与とせず、解決のための政策が先に考案され、そのために必要
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な管理条件と適切な管理形態の模索の観点から、制度設計が構想される 10

 ここでは、政策の良し悪しを前提に最適な政策提供メカニズムが競争環境の整備を通じ

て模索され、それにあわせた管理、制度が描かれる。それにより、市民側による行政の活

動に対する信頼や満足といったインプットが重視され、行政の活動についての市民の（不）

支持によって制度が再構築されるため、より市民思考の行政が模索されることになる。

NPM の成果重視、権限委譲による職員間の信頼、市民のインプットを重視した制度再構

築など、NPM の取り組みにはそれぞれ、信頼の要素が内包されているのである。 

。車検事業など

を行政の本体から切り離し、独立した形態で行わせるイギリスのエージェンシー化が典型

である。エージェンシー化の過程では、改革の対称となる機能を切り出し、競争メカニズ

ムを導入することの可能な領域と困難な領域を分離する。そして切り出した機能の目標設

定、業績評価方法など、切り出された機能を実施するために最適な管理メカニズムを模索

し、組織毎に人事制度などが確立されることになる。従前の考え方とは逆に、政策から出

発し、管理、そして分断化された制度へという方向をたどるので、その因果律は「政策→

管理→制度」と従来とは反対の方向となる。 

 

図表５ ＯＥＣＤによる各国の行政改革の位置づけ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出典）：OECD (1997)  p.11 より作成。 
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の名付け親であるクリストファー・フッドも含め多くの論者が指摘するのは、NPMが各国
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ニュージーランドやイギリスなどのウエストミンスター型国家の改革の中身の違いである

（Aucoin 1990, Hood 1991, OECD 1997, Peters 2001, 大住 2003, Kettl 2005）11

アメリカ連邦政府改革の NPR は、それ以前に政府関係者の間でベストセラーとなった

オズボーンとゲーブラーによる“Reinventing Government（政府再生）”にヒントを得て

おり、改革のキャッチフレーズも同書の題名と同じである。同書は、行政組織にどのよう

に顧客主義と企業マインドを導入するかを論じており、国家業績審査の内容も、民営化や

エージェンシー化などの市場メカニズムの導入よりも、マネジメント改革が重視された（大

山 1999）。国家業績審査が都合 5 年間の取り組みの成果として公表しているものとしては、

各省庁への行政活動の改善勧告実施率 90％、連邦職員の削減約 35 万人、経費節減 1,370

億ドル、行政内規制減数約 65 万ページ、顧客サービス基準の設定数 4,000 件超、そして

連邦政府への信頼の上昇である（National Performance Review 2000）。 

。

OECD(1997)による各国の行政改革の位置づけに明らかなように、アメリカの行政改革は

市場メカニズム（Market-type Mechanisms）の活用よりも、経営主義（Manager）の活

用に重点が置かれている（図表 5）。 

連邦政府職員の削減は冷戦の終結による国防省職員削減という外部要因による効果もあ

るが、国家業績審査で重視されたのが「官僚主義の打破（Cutting the Red Tape）」であり、

煩雑な手続きに縛られている公務員を解放させ、一定の成果を達成することに対して責任

を負わせることで、顧客主義を進めようとした。ニュージーランドやイギリスの行政改革

が民営化やエージェンシー化によって行政組織の外縁が著しく不明瞭になり、政府活動の

空洞化（Hollowing out of Government）と、市民から見た行政の姿が一層複雑化したと

批判されたのに対し、アメリカでは国家業績審査の取り組みにより、連邦政府の姿と活動

をビジネスライクにすることで、よりシンプルに、そして市民の目から分かりやすくなっ

たと考えることも可能である（Rhodes 1997）12

こういった改革の重点の違いは、双方ともNPMと称されているとはいえ、市民の信頼に

それぞれ重要な影響を与えると思われる。なぜなら、信頼低下の要因の一つとして、政府

や行政の複雑性や多様性がしばしば指摘されているからである。今日の政府や行政の組織

は、過去に比べはるかに開放的である一方、福祉国家の進展によりその活動はますます複

雑多様化しており、市民が行政が行っている活動の全容を理解することの大きな妨げにな

っている（OECD 2005a）。福祉国家を経験していないアメリカでさえ、大恐慌、第二次

世界大戦、冷戦期を通じて連邦政府の活動は飛躍的に増大し、政府・行政活動がますます

。 
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複雑化し、一般の市民が連邦政府全体の姿や活動を包括的に理解するのは、不可能な状況

になりつつある（King 2000）13

 

。アメリカの国家業績審査は、活動を顧客主義という形

で可視化し、市民にとって連邦政府の活動がより理解しやすくなり、信頼が向上したのに

対し、ニュージーランドやイギリスの行政改革は市民にとって行政の姿や活動をますます

もって分かりにくくしたことにより、低下したと考えられる。もちろん、こういった改革

の中身の違いによって信頼の度合いの変化がすべて説明できるわけではない。ただし少な

くとも、行政改革によって信頼が向上するかどうかは、改革の戦略、方法といった改革の

メニューによっても大きく影響を受けるということである。  

（４）政府の業績に対する信頼と手続き的信頼 

NPM 型改革の戦略やメニューによって市民の政府に対する信頼が異なる影響を受ける

ことに関連して、個人の意識体系から切り離した社会システム論の立場から信頼を社会的

な複雑性の縮減メカニズムという概念として定義したルーマンは、信頼をシステム信頼と

人格的信頼に分類を行っている（ルーマン 1999）。政府と信頼に関する既存研究が前提と

している信頼概念も、基本的にはこのルーマンの区分に沿った整理が可能と思われる（砂

原 2003, 田中・岡田 2006, Blind 2006）。システム信頼とは、政府という社会の公共的課

題に対応するシステムが機能するかという課題と重なり、政府や行政の活動の業績や能率

性に対する合理的な評価に基づいた信頼である。ただしここでの「業績」とは、行政の管

理システムである政策評価や行政評価によって算出される業績情報のみをさすのではなく、

そういった管理システムも含めた政府システムが機能しているかどうかも含めた意味での

業績である。そのため、サービスに対する顧客満足度などは「システム信頼」を表す指標

のひとつであるが、各公共サービスの狭い範囲での満足度が政府活動全体に対する能力の

評価や信頼を指し示すわけではないので、こういった指標は「システム信頼」の代替指標

にすぎない（砂原 2003）。 

政府や行政に対する信頼に関する既存研究や調査のうち、アメリカやカナダの研究の多

くは、市民の信頼を政府の業績との関係で捉える（グレーザー・ローゼンバーグ 2004, 

Hetherington 2004, Bouckaert and Halligan 2008)。カナダ連邦政府の公共事業・政府業

務省（Public Works and Government Services Canada）が実施している信頼調査は、政

府の優先課題とこれまでの政策の業績評価を聞いた上で政府への信頼について質問してお

り、政策業績の向上による政府への信頼向上と、調査結果の政策策定への活用の視点が意
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識されている（Communication Canada 2004）。また NPM の影響を受けた顧客主義の浸

透やサービス満足度調査の実施などは、サービスの満足度と政府業績への評価を高めるこ

とにより、信頼を確保しようとする。これらの取り組みは、ルーマンの分類ではシステム

信頼を向上させようという取り組みの一つであろう。なお、上記のように政府や行政に対

する信頼を狭い意味での政府の業績に対する期待とその実際の成果とのギャップとして捉

える研究も多いが、このような信頼に対する見方は、市民の政府に対する期待の多様性と、

政府が市民の期待そのものを調整する機能（who gets what）を有している点を過小評価

するきらいがある。イーストンは政治の役割を「資源の権威的
．．．

配分」と定義しているが、

これは政府活動の短期的な成果のみ
．．

が信頼を規定するのではなく、期待の調整機能を含め

た政府の活動全体に対する評価が、信頼を表すことを含意している。 

一方、人格的信頼とは、関係者相互間の対等性や同質性といった共同体的関係における

構成員への評価であり、政府や行政を構成する政治家や官僚個人の行動に対する評価に該

当する。この人格的信頼は、政治家や官僚集団に対してコンプライアンスや情報公開、政

治（公務員）倫理といった制度を課し、その行動様式を信頼する側の期待に沿わせること

によって成立する概念である（田中・岡田 2006:21-28）。情報公開、公務員倫理の確保、

監視機能の強化や市民参加手段の確保は、官僚や公務員個々人の行動を市民が道徳的に許

容できる範囲に限定することによって、そして市民との接触機会を確保することにより信

頼を高めようとする。例えばイギリスでは、1994 年に設立された公務倫理基準委員会が、

公務従事者の活動に対する市民の認識を調査し、公務員や公選議員の活動がどの範囲まで

許容されるのかについて検討を行っている（Committee on Standards in Public Life 2004, 

2006）。また、高級官僚の汚職事件を契機に 1990 年代後半に制定された国家公務員倫理法

は、第一条において「職務の執行の公正さに対する国民の疑惑や不信を招くような行為の

防止を図り、もって公務に対する国民の信頼を確保することを目的とする」とその目的を

規定している。ここには、官僚や公務員の行動様式を国民が許容する範囲に限定すること

によって、政府や行政に対する人格的信頼を回復させることが意識されているといえる。 

ここでの人格的信頼とは、パットナムの Social Capital とは基本的には異なる概念であ

る。パットナムは個人的な友人関係など社会集団における水平的関係の濃密さの度合いが

Social Capital を規定するとしているが、行政にとって市民とは「顧客」のみならず、主

権者、納税者、法の執行（行政）客体と、重層的でかつ垂直的な関係をも有し、日常的な

接触によって友人のような濃密な関係がつくられる訳ではない 。人格的信頼とは、政府を
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構成する官僚や公務員が、高潔性、透明性、開放性といった市民が望むとおりの行動や資

質を備えるよう行動様式が規定され、信頼されるような行動をとるようなインセンティブ

付けが行われ、それが実際に行われるという期待が生まれることによって成立する概念で

あり、公務員制度や倫理規範、情報公開制度といった手続きに対する信頼とも大きく関わ

ってくる。 

このように、信頼とは NPM の議論で指摘されるような狭い意味での各サービスの業績

やそれに対する満足度のみで規定されるものではない（Yang and Holzer 2006）。つまり、

政府の業績を測定し、それを回復させることのみが信頼を向上させるのではなく、参加の

保障や、政府がその活動を行うプロセスそのものも信頼を規定する要因となるわけだから、

政府は業績を出すと同時に、手続き的な信頼も同時に確保し、そのバランスを保つことが

重要となる。さらにこの点は、前節で検討した NPM 型改革における戦略やアプローチの

違いが信頼に与える影響とも大きく関わってくる。両者のバランスをどのようなアプロー

チによって追及するかは各国の政府や行政が置かれる立場によって大きく左右されるが、

各国の取り組みとその帰結としての信頼の変化は、信頼の再構築が急務とされるわが国の

政府や行政にとって、貴重な教訓をもたらしているといえる。 

 

まとめと課題：日本政府の対応への示唆 

 

ここまで、各国の市民の政府に対する信頼の把握状況や対応策と、行政改革が信頼に与

えた影響について検討を行ってきた。特に行政活動に対する信頼の低下が行政改革が実施

される契機となりえるかについては、実際の事例では明確な関係は見られなかった。ただ

し、現実の行政改革は市民の信頼向上を目的とした様々な取り組みの一つであることは間

違いなく、また信頼は行政改革の遅行指標である可能性もある。両者は直接の関係はなく

とも、少なくとも信頼低下は改革の必要性を認知させる効果を有していると思われる 14

また行政改革の成果としての信頼の向上は、1990 年代のアメリカの取り組みでは関係が

確認できるが、行政改革が最も進行しているとされるニュージーランドではその関係は確

認できなかった。NPM は純粋な行政経営のための技術論であると捉えられがちであるが、

「顧客志向」による市民への注目などそれぞれの取り組みと NPM が行政に持つ因果律に

は、信頼の考え方が埋め込まれている。しかし、行政改革によって信頼が向上するかどう

かは、改革の戦略や方策といった改革の中身によって大きく影響される。NPM もその方

。 
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策によっては、信頼は向上もすれば低下もするのである。一つの仮説として、アメリカで

は NPM の考え方のうち経営主義を前面に打ち出し信頼が向上、反対にニュージーランド

やイギリスそしてわが国を含めた他の多くの国々では市場メカニズムを重視した改革を実

施した結果、信頼が低下したとの解釈が可能である。 

1990 年代の NPM の世界的な席捲に続き、近年の行政改革は参加や協働といったキーワ

ードが頻繁に使われるようになった。こういった改革戦略の変化は、単なる市場メカニズ

ムの適用ではなく、市民を政策プロセスへ関与させることによって政府活動の予見性と可

視性を高めることによる市民の信頼向上へと、改革メニューの重点が転換してきたこと示

唆している。この点は、大山（2007）のガバナンスの視点を意識しながらの信頼低下に対

する二つのアプローチの検討と、そして本稿で指摘した業績への信頼と手続き的信頼のバ

ランスの議論と重なる。市場メカニズムを利用し政府の効率性向上のみに重点を置いた信

頼向上策は、政府活動の透明性や可視性を犠牲にする限り、むしろ信頼向上へは逆機能が

働き、仮に業績や効率性に対する信頼が向上したとしても透明性や可視性の低下という形

で、トレードオフが起こる可能性がある。近年の NPM からガバナンスへの改革の重点の

変遷や NPS（New Public Service）などポスト NPM 論の誕生は、両者のどのような均衡

やバランスが市民の政府への信頼向上につながるかという模索の、ひとつの回答であると

もいえる（Denhardt and Denhardt 2000）。 

かつて、わが国の行政システムは、政府に対する市民の信頼を前提にして作られている

とされた（森田 1992）。市民の高い信頼が、行政の活発な活動を支えていたのである（行

政管理研究センター 1980, 1988）。近年は、かつてないほどの「信頼の危機」を迎え、政

府や自治体において「信頼される政府（自治体）」や「信頼の回復」が叫ばれている。しか

しその多くは具体的な論理構成や方法が曖昧なままであり、スローガンとしての用法を超

えていない。本稿で検討した各国の経験からは、単なる公務員倫理の確保だけでは信頼確

保が容易ではないことが伺うことができる 15

 

。中央政府や自治体、それぞれのレベルにお

いてどのような取り組み（のミックス）が信頼向上に寄与するのか、各国の教訓を踏まえ

たさらなる研究と総合的な戦略が必要とされている。 
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1 本稿を執筆するにあたり、（財）行政管理研究センター実施の「行政の信頼性確保、向上

方策に関する調査研究」における統治機構 WG メンバーの大山耕輔先生（慶応大学）、

増山幹高先生（慶応大学）の両先生からは貴重なご意見とご示唆を賜った。また

University of Birmingham The Institute of Local Government Studies（INLOGOV）

の Tony Bovaird 教授と Steven Van de Walle 博士（現 Erasmus 大学）からは直接各

国の動向についてお話を聞く機会に恵まれた。ただし本稿に残された誤りは全て筆者に

帰する。 
2 信頼には大別して個人間の信頼（一般的信頼感）と制度への信頼がある。政治や行政研

究において信頼が着目された一つの契機は、パットナムによる Social Capital の研究で

あるが、パットナムの議論は住民間の個人間の信頼が政治行政制度のパフォーマンスに

与える影響を扱っている。反面、本稿で扱う「信頼」は、政治・行政といった制度への

信頼であり、本稿中、断りがある場合を除いて制度への信頼の意味として用いる。なお、

制度に対する信頼と個人間の一般的信頼の概念の相違については Hardin（2000）が簡

潔にまとめ、Rothstein and Stolle (2007)がそれぞれのアプローチについて長短をまと

めている。また、政府に対する信頼と行政に対する信頼は厳密には区別される必要があ

るが、実際には諸外国の研究においても厳密に区別される場合は少ない（Rainey 1996）。
本稿では国際比較の視点を用いているため、断りがある場合を除いて、政府と行政を区

別せず論じる。 
3 なお、政府への信頼確保に関する国連や途上国の取り組みと、先進国における取り組み

については、政府が置かれている状況が微妙に異なることに注意が必要であると思われ

る。途上国ですすめられている公共ガバナンス改革は「Good Governance」アプローチ

に基づくものとされるが、この言葉に含意されているのは、「政府は信頼できないから、

ガバナンスを強めないといけない」という、もともとの不信が前提となっている。不信

の理由は、汚職であったり、政府活動の非効率性であったり様々であろうが、特に日本

の状況と比較してみると、日本では信頼の「「再」構築」が議論されているのに対し、国

連や途上国での議論は、「信頼の（ゼロからの）構築」である。 
4 ここでの公務従事者とは、閣僚、国会議員、自治体の管理職、学校の校長、高級公務員、

地方議員、警察管理職を指す。そのため、イギリス公務員の伝統的価値とされる政治的

中立性は原則に含まれていない。 
5 これらイギリスの取り組みについては、拙稿（2009 年 3 月発行予定）を参照。 
6 調査対象 17 カ国の内訳は、次の通りである（順不同）。ベルギー、スペイン、フランス、

イタリア、日本、西ドイツ、イギリス、アイスランド、北アイルランド、アイルランド、

デンマーク、アメリカ、スウェーデン、ノルウェー、カナダ、オランダ、フィンランド。 
7 この分析方法の手本となったのはデレク・ボク（Derek Bok）の研究（デレク・ボク「政

府の業績を評価する」ジョセフ・ナイ他著（嶋本恵美訳）『なぜ政府は信頼されないのか』

（英知出版、2002 年）、89 ～112 頁。）であり、アメリカと同様、政府業績と政府へ信

頼度の関連性は極めて薄いとしている。 
8 NPM の議論は様々な論者によって行われているが、さしあたり稲継（2000）を参照。

また Suleiman 自身は図表 3-1 の分類は Hood(1996)の分類に従ったとしている。 
9 笠（2002）は、NPM の意義を民主的統制復権の観点から探っている。 
10 こういった因果関係の変化については田辺（2001）の議論を主に参照した。そのほか、

Peters and Wright (1996)や Kettl (2002)も伝統的行政が依拠してきた命題について扱

っている。 
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11 Hood(1991)は、NPM の二つの理論的なバックグラウンドである経営学の組織管理論と

経済学の新制度派経済学のどちらが強調されるかによって NPM の実相は異なると指摘

し、のちの論考（Hood 1998）ではその理由として各国が持つ行政文化の違いを強調し

ている。 
12 そのほか田辺（2001）は、「新しい公共管理論（NPM）」に基づく改革が共同体として

の公務員エートスを浸食することによって、組織内の信頼と倫理を低下させる恐れを指

摘している。 
13 アメリカにおける行政参加を検討した西尾（1975:198）は、市民の側の行政不信の根源

として、行政機関相互間の複雑な権限分化について理解せず、行政を一枚岩の存在とし

てとらえている、と市民の側の誤解を指摘している。 
14 そのほか西尾（1966）は、第一次臨調の活動の分析から、国民の信頼や支持が行政改革

を推進する役割を指摘している。 
15 人事院の公務員倫理と信頼の関係に関する市民モニターアンケート結果では、「国民の

一般的な意見としては、倫理法・倫理規程施行後も職員に対する信頼が必ずしも高まっ

たとは言えないとの評価である」としている（人事院 2006）。 
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第５部 ５年間の総括 ―行政への信頼と不信― 

 

中邨 章 

 

 ここしばらく、日本では政治や行政の信頼性を揺るがす出来事がつづいている。なかで

も、社会保険庁による失態は、高齢化が急速に進んでいるだけに、国民の関心を集める大

きな問題に発展した。一方、政治の場では政治資金をめぐって不透明性が話題にされ、論

議が今もつづく状態にある。残念ではあるが、政治や行政に対する国民の信頼は、下降気

味というのが現状である。そうした状況を背景に、平成 17 年、行政の信頼を多方面から

検討する研究プロジェクトがスタートを切った。研究は 5 年間を目処、行政を信頼という

切り口から分析することを目的にしてきた。 

後述するように、行政の信頼性が問われているのは、日本に限った現象ではない。国際

連合でも検討をはじめるほど、世界共通の課題になってきている。そこで、この研究では

日本の現状をアンケート調査で解析する方法のほか、最高裁の国民審査や腐敗汚職など特

定の課題についてワーキング・グループを組織し、行政に関わる信頼度を多方面にわたり、

多角的な視点から検討してきた。とりわけ、このプロジェクトではほかの国との比較分析

に力を入れてきたほか、民間企業の社会的責任（CSR）と行政責任とのちがいなどについ

ても分析を進めるよう研究の窓口を広げた。 

5 年間にわたった研究の成果は、都合、5 冊の報告書にまとめられているが、今回のも

のがその最終版ということになる。その間、研究の中心となったメンバー以外に、多数の

人びとを専門委員として研究に参画することをお願いした。その結果、研究の成果は、幅

と深みの両面で著しく高度化したと考えている。この紙面を借りて、この研究に参加を快

諾していただいた関係者の皆さんに改めてお礼を申し上げたいと思う。5 年間というのは

長いようであったが、終わってみるとまだまだ積み残した課題が多数あることに気付かさ

れる。それらを別の機会に取り上げ、行政の信頼研究を今後、一層、拡大したいと考えて

いる。 

行政の信頼性を追求してきたこのプロジェクトを終了するにあたって、研究の基本にな

った信頼や信用という概念を、ここで改めて摘記しておきたいと思う。信頼や信用という

言葉は、われわれがほぼ日常的に使う表現である。「あの人は信頼できる」、「あの会社は信

用できない」など、こうした表現の使用頻度はきわめて高い。ただ、それが政治や行政と
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の関係で使われるとなると、現在、世界的にやや深刻な問題が出ている。国民や納税者、

あるいは、有権者や住民など、表現はさまざまであるが、多くの国で政治や行政から影響

を受ける人びとの間で、政治家や政府、それに自治体や公務員に対する信頼性が低下する

傾向が見られる。政治や行政に関する国民の信頼度の下降は、先進工業国家や開発途上国

を含め、世界各地に広がってきている。 

指摘するまでもなく、これは民主制のあり方やその正統性にも関わる重要な課題を含ん

でいる。信頼や信用があってはじめて、国民は徴税に応じ、法律に従い、投票に出かける。

信頼や信用がなければ、政治は国民から軽視されて機能せず、行政は徴税に応じない納税

者の増加で責任を十分に果たすことができない。現実には、とりわけ開発途上国で、そう

した状況が拡大する傾向が認められる。ただ、日本を含め先進工業国家の間でも、国民の

政治行政に対する不信感は相当な広がりを見せている。政治や行政は国民からの信頼と支

持によってはじめて正統性を主張し、継続性を維持することができる。そのことを思えば、

なぜ今、政治や行政に対する不信感が増加しているかは、政治学が取り組むべき喫緊の課

題であると考えられる。 

 すでに各章において国民の政治行政への信頼や不信の意味合いを多方面から検討してき

たが、ここでは政治行政と信頼との関係について、簡単に私見を紹介しておきたいと思う。

信頼や信用という言葉は、期待（Expectation）と提供（Deliver）という概念に密接に関

係している。われわれが人や制度、それに組織を信頼や信用するのは、対象となる相手方

にある種の期待をかけるからである。「あの人は信用できる」というとき、その背後には

相手が自分の予想する行動をとるという期待感が潜んでいる。そして、相手が期待どおり

の結果を出すと（Deliver）、その人や組織などに対する信頼感は、一層、確実なものにな

る。反対に「あの会社は信用できない」というのは、その企業が期待するような利益を生

まないとき、あるいは、利益をもたらさないとき (Undelivered) に発する表現である。そ

のように信用や信頼と呼ばれる表現は、こうした言葉を使う人びとの期待感が充足される

ときに意味をもち、充足されないと不信感の増幅というネガティブな結果をもたらすこと

が多い。期待と提供という２つの概念に支えられているのが、信頼であり信用と呼ばれる

表現の基本である。 

 すでに、世界の多くの国で国民や納税者の政治や行政に対する信頼度が低下しているこ

とを、くり返し指摘してきた。それを検証する材料の一つは、「世界価値観調査」(World 

Values Survey)と呼ばれる世論調査である。これは、家族や生活、それに教育や文化など、
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さまざまな課題について、同じ内容の設問を各国で尋ね、結果を公表する調査である。「世

界価値観調査」に出てくる設問のうち、政治や行政、それに公務員などに対する信頼度を

伺う資料を見ると、いずれの設問に関しても不信感が信頼を大きく上回っているのが目に

つく。 

参考までに「政治を信頼しますか」という設問をフランス、イギリス、アメリカ、ドイ

ツ、それに日本の 5 か国について見ると、それらの国々で国民は、ほぼ同じような回答を

している。すべての国で「信頼しない」が「信頼する」を上回っている。ことにイギリス

とアメリカが注目される。イギリスは議院内閣制がはじまった国である。一方、アメリカ

は大統領制を発案した母国である。ところが、この 2 つの国では、政治を信頼しないが、

それぞれ 63.8%と 79.5%の高率になっている。ことにアメリカでは、日本の 76.7％を越え、

8 割近い国民が政治を信用しないと回答している。 

行政について問うた設問でも、それら 5 か国では「信頼しない」という否定的な見方が、

「信頼する」という肯定的な見方を上回っている。とりわけ、ドイツ国民の反応がほかの

国とは異なる。ドイツでは 76.6％の国民が政府にネガティブな見方をしている。これにつ

づくのがフランス(70.8%)と日本(69.0%)である。この両国では、7 割近い国民が行政部の

仕事に満足しないという回答を寄せている。また、「公務員への信頼」を調べた回答でも、

ドイツを筆頭に日本、アメリカ、イギリスの各国で、公務員を信頼しない割合が 50％を越

える。とりわけドイツでは、日本（67.2％）を上回る 7 割近い国民(69.1%)が、公務員を信

頼しないと回答している。 

多くの国で国民が、政治や行政に不信感をもつのは、政府や自治体の提供する成果が、

有権者や納税者の期待を下回るからである。これには、2 つの問題が関わっている。一つ

は、政治行政を批判しながら、実は政府や自治体に大きな期待を寄せるという矛盾した行

動様式を示す国民が少なくないことが挙げられる。一般的に言うと、国民の政治や行政に

対する期待や要求に際限はない。「あれも、これも」と公助に期待するのが、国民の通例で

ある。公助依存症に際限がなく、これは多数の国で今後も引き続き幾何級数的に増える可

能性が高い。 

2 つ目に、増幅を続ける国民の期待や要望に対応する、政治や行政の能力に限りがある

ことを指摘しなければならない。たとえば財源であるが、これは最近のように経済事情が

苦しくなると一層、限られてくる。財政力の不足に加えて、なかには汚職が蔓延している

国、効率の悪い行政を行っている国も多い。国民の政治行政への信頼を落とす材料には事
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欠かない現状が広がる。また、21 世紀は世界的に政治指導者のリーダーシップが危機を迎

える時代でもある。日本政治に限らずこれまで世界を主導してきた主要各国は、いずれも

指導者の力量不足という問題を抱えている。指導者の力不足で、政治行政は国民の要望に

応えきれない Undeliverable な状況が続いている。国民が政治行政に不信感を募らせるの

は、けだし当然のことかも知れない。 

本調査研究では、そうした国民側の期待意識の増加と、それに対応する政治行政の力不

足を様々な角度から分析を進めることを目的にしてきた。検討の中身は、国内にとどまら

ず国際的な比較にも及んでいる。過去５年間におよぶ調査研究の結果、研究の焦点は問題

点の把握から解決策に移行しつつある。この先も行政信頼に関する研究は、行政学はじめ

各分野において、継続的に取り上げられるべき重要なテーマであり続けるであろう。 
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資料 「行政の信頼性確保、向上方策に関する調査研究」 既存研究・調査リスト 

 
 
本リストは、調査研究に関連する既存の基礎的な研究とデータの収集を目的として作成したも

のであり、平成 21 年度現在のものである。 
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