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経済学研究 52-2
北海道大学 2002.9 

改訂・政策の窓モデルによるNPO法立法過程の分析

小島農光

I 序

l 本研究の包的

2 つの知識鋭造モデル

立 改訂・政策の窓モデル

自

1 参加者，政策アクティどスト，政策形成の場

2 アジェンダの設定，政策案の特定化，合流と

窓

3 改訂モデノレの特徴

4 概念図

III NPO法立法過程の分析

1 第 l織の分析(議論の関始から阪神・淡路大

震災の発生前まで 1898.7-1994.12)

I 序

本研究の目的

本研究は，我が国のNPO;法の立法過程の実

態を詳細に分析することにより，本法律の特徴

である市民に広く開かれた立法過程のあり方の

提示を目指したものである。

今日，非営利組織 (NP 0)は，我が国の経

済社会にとって不可欠の存在である。この非営

利組織を支援するための「特定非営利活動保進

法Jが1998年 3月lこ， (N P 0の優遇税制を含

む)I穀税特別措置法等の一部を改正する法律J

が2001年 3月にそれぞれ成立した。前者の法律

は，非営利組織の法人格取得を容易にするため

のものである O 他方，後者の法律は，特定非営

利活動法人の活動を税制覇から支援しようとす

るものである。なお本研究では，これら 2つの

次

2 第2期の分析(阪神・淡路大震災後から与党

案の第 1次合意まで '95.1-'95.12) 

3 第 3織の分析(与党第 1次案の破棄から第 2

次合意まで '96.1-'96.9) 

4 第 4期の分析(与党案第 2次合意から民主党

との調整を経て衆議院通過まで '96.10-'97.6)

5 第5販の分析(参議院での修正と特定非営利

活動促進法の成立まで '97.7-'98.3)

6 第 6期の分析(特定非営利活動促進法の公布

から優遇税制の成立まで '98.3司 2001.3) 

7 分析結果の要約

N 本研究の意義と残された課題

法律を以下 INPO法j と総称する O

NPO法の立法過程の分析・解明は， I改訂・

政策の窓モデルJtこ依拠して試みられた。この

「改訂・政策の窓モデルJは， 1984年にジョン-

W ・キングダンが提示した「政策の窓モデルllJ

を改訂したモデルである。改訂に捺しては， 1995 

年に野中部次郎教授・竹内弘高教授が提示した

「組織的知識創造モデルりが参考にされた。

1) Kingdon， J. W. (1995). Agendas， Alternatives， 

and Public Policies， 2 nd ed.: N.Y.， Harper-

Collins College Publishers. (なお初版は1984年で

ある)キングダンの政策の窓モデルについては，小

島重量光 (2001).r問題・政策・政治の流れと政策の

窓-NPO法の立法過程の分析に向けて-J， r経済

学研究J(:1ヒ海道大学)，第51巻第 3号， pp.31-84で

詳細な検討が試みられている。
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2 2つの知識創造モデル

組織的知識龍造モデルと政策の窓モデルはと

もに，知識創造プロセスの解明を呂指している

点では共通している。しかし 2つのモデルの分

析対象は異なる O

組織的知識創造モデルは，単一組織における

種々のイノベーションの形成プロセスを分析対

象にしている。単一組織の場合，組織の境界は

明確であり，組織の参加者は安定しており，形

成される知の塊としてのイノベーションの正当

化は相対的に容易である。

他方，政策の窓モデルは，公共政策の形成・

実行における「アジェンダの設定」および「政

策案の特定化Jのプロセスを分析対象としてい

るO 公共政策の形成・実行の場合，政策形成シ

ステムの境界は唆昧であり，政策形成システム

への参加者の参入・退出は頻繁で，形成される

知の塊としての政策の正当化は極めて国難であ

る。

(1)組織的知識創造モデル

組織的知識能造モデルの基本的前提は，次の

4つである。(1)知識とは「正当化された

なる信念 (belieOであるJと定義される。知

識は，思索や実践を通じて自らのものになって

いる情報であり，単なるデータや情報の集計で

はなL、。(2 )知識は，言葉や文章で表すこと

が困難で主観的な「暗黙知Jと，言葉や文章で

表現できる客観的な「形式知jの2つのタイプ

に分けられる。(3 )人間の創造活動において，

両者は互いに作用し合い，形式知は暗黙知へ，

暗黙知は形式知に成り替わる。(4)組織の知

は，培黙知と形式知という異なったタイプの知，

そして異なった内容の知識を持った個人が相互

に作用し合うことによって創造される。

2) Nonaka， 1.， and H. Takeuchi (1995). The 

Knowledge司 CreatingCompany，' How Japanese 

Companies Create the Dynamics of Innouation， 

Oxford University Press. (梅本勝博訳， ~知識創

造企業J，東洋経済新報社， 1995.) 

上記の 4つの前提にもとづけば， 1知識変換J

と呼ぶ 4つの知識創造の様式が考えられる。第

1は，個々人の暗黙知(思い)を共通体験を通

じて互いに共感し合う共同化 (8ocialization) 

である。第 2は，その共通の暗黙知から明示的

な言葉や留で表現された形式知としてのコンセ

プトを創造する表出化 (Externalization) で

ある。第 3は，既存の形式知と新しい形式知を

組み合せ，体系的な形式知を創造する連結化

(Combination)である。第 4は，その体系的な

形式知を実際に体験することによって身に付け，

自らの暗黙知となる内記化 CInternalization)

である。組織の知は，これら 4つの様式をめぐ

るダイナミックなスパイラルによって創造され

る。この組織的知識創造のプロセス・モデルは，

4つの様式の頭文字をとって 18E C Iモデル」

と呼ばれる。

現在，組織的知識創造モデルは，①SECI

モデル，②知識餅造を促進するナレッジ・アク

ティビスト，③知識創造のコンテクストとして

の場，④知識資産の 4つの要素から構成されて

いる O これら 4つの要素が相互に作用すること

によって，組織的知識餅造が展開される 3)。

(2)政叢の窓モデル

政策の窓モデルを提示したキング夕、ンは，次

のように述べている。「私は，数年前，研究者

たちが，公共政策に関する大統領の最終的裁定

や連邦議会での法律制定等の重要な決定につい

て，ほんのわずかしか知っていないことを確信

した。彼らは， ~問題がいかにして決定される

かJについては多少知っているが， ~問題はい

かにして認識・定義されるのかJについてはほ

とんど知らない。すなわち，研究者たちは，連

邦政府や連邦議会のさまざまな部署や委員会等

で行われる正式の決定に関しては，かなりの知

3 )野中部次郎・梅本勝博 (2001).r知識管理から知識

経営へ ナレッジ・マネジメントの最新動向-J， 

F人工知能学会誌1第16巻第 1号， ppし14
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識を蓄積してきた。しかし，公共政策の決定に

先行するプロセスは未知の領域であるり。

公共政策の形成・実行は，函 lに示されるよ

うに，①問題の認識・定義にもとづくアジェン

ダの設定，②複数の多様な政策代替案の生成・

特定化，争政策代替案の選択による正式な決定

すなわちま当化(例えば，首棺の最終的裁定や

調会での法律制定等)，③決定すなわち正当イと

された政策の実行の 4つのプロセスから成り立

Jク男方移努努勿~

っている。なお，①と②のプロセスのどちらが

時間的に先行するかは，公共政策ごとに異なる。

また 4つのプロセスのうちのあるプロセスの

成功は，他の残りのプロセスの成功を必ずしも

意味しなし、o ø~えば，ある問題はアジェンダに

上程されるが，その後，法案が議会を通過しな

い場合もある O さらに法案の通過は，立法趣旨

にもとづいた公共政策の実行を必ずしも保証す

るものではない 5)。

政策の窓モデルの分析対象

図 1 政策の窓モデルの射程

政策の窓モデルは，図 1の③の「正式な決定

すなわち正当化」と④の「決定すなわち正当化

された政策の実行Jの前提となる，①の「アジエ

ン夕、の設定j と②の「政策案の生成・特定化J

の2つのプロセスに焦点を合わせ，①，②，③

の3つのプロセスを分析・解明しようとするモ

デルである。

具体的には次の 4つの疑問iこ答えようとする。

(1) ~ 、かに問題が認識・定義されるのか。(2) 

いかにして政策案が生み出されるのか。(3 ) 

いかにして政治的出来事が問題と政策案に関わっ

て登場してくるのか。(4)いかにして政治的

出来事が決定的な時に問題と政策案に結び付く

のか九従来これらの疑問は不完全な形でしか

答えられてこなかった九

4) Kingdon， op. cit.， p.xi 

5) ibid. pp.2-3 

次節では，我が留のNPO法立法過程を詳細

に分析するために政策の窓モテ。ルの改訂を行う。

改訂に際しては，組織的知識創造モデルの視点、

を取り入れる O 次節の最後では，政策の窓モデ

ルと比べた場合の「改訂・政策の窓モデルJの

特徴に言及する O

E 改訂・政策の窓モデル

アジェンダとは， r政府および国会関係者や

彼らと密接に結び付いている政時および国会周

辺の人々(以下「政府・盟会の内部と周辺の人々J

と略記)が，ある特定の時期に真剣に在日して

いる問題のリストもしくはセット 8lJのことで

6) ibid. p.xi 

7) ibid. p.2 

8) ibid. p.3. 
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ある。このアジェンダを構成する問題は， r政
府・国会の内部と周辺の人々が注目しているテー

マで、あり，例えば，仕事上の不満，地位や予算

の配分，イデオロギー，人類の危機等から生じ

る。彼らはこれら全てのテーマに注自する引」。

この「アジェンダの設定Jは，政府・盟会の

内部と周辺の人々が特定の時期に真剣に注目し

ている問題のリストを定義するプロセスである。

そして， r政策案の特定化Jは，政策案の大き

な集合を実際に選択される集合にまで絞り込む

プロセスであるO アジェンダと政策案の区別は，

分析上は非常に有効である。

他の問題が無視される中である特定の問題の

優先!頓位が上がったり，あるいは特定の政策案

が他の政策案よりも注目される理由は 2つあるO

第1の理由は，政策形成の参加者，政策アクティ

ビスト，政策形成の場の 3つの組み合せに求め

られる O 第 2の理由は，参加者が影響を及ぼす

「アジェンダの設定Jと「政策案の特定化Jの

プロセスに求められる 10)。

1 参加者，政策アクティピスト，政策形成の

場

上記の第 1の理由は，より具体的には，1)

公共政策を決定する参加者は誰で，なぜその参

加者が政府・国会のアジェンダや政策案に影響

を及ぼすのか， 2)重要な役割を果たす政策ア

クティどストは誰で，彼らはし、かなる行動を展

開するのか， 3)政策形成の場とは何であり，場

はいかなる役割を果たすのか等に関わっているO

(1)参加者

まず1)の公共政策を決定する参加者は誰で，

なぜその参加者が政府・国会のアジェンダや政

策案に影響を及ぼすのかについて述べる。その

9) Cohen， M. D.， J. G. March， and J. P. Olsen 

(1972) .“A Garbage Can Model of Organizational 

Choice，" Administrative Science Quarterly， 17， 
pp. 1 -25. 

10) Kingdon， op. cit.， pp.196-197. 

擦，参加者は，1)政府・歯会内部の参加者と

2 )政府・属会周辺の参加者に大別され，各参

加者の影響力の源泉である資源についても説明

する。

1)政府・国会内部の参加者

首相は，アジェンダの設定に捺して大きな影

響力をもっている。しかし，真剣に検討されて

いる政策案を左右したり，さらには正当化され

た政策の実行を統制したりすることはできない。

首相がアジェンダの設定に擦して活用できる資

源としては，①衆議院解散権などの法的特権，

e大臣の事実上の任命権・罷免権，③法案の調

繋権限，@国会内で同僚議員に対して自己宜{云

できる有利な立場等がある。

キャリア官僚は， しばしば，アジェンダすな

わち多くの問題の源泉であるといわれる O しか

し，彼らは，アジェンダの設定にはほとんど影

響を及ぼさなし、。彼らは，政策案の生成と政策

の実行に大きな影響を及ぼす。というのは，彼

らは，決定された政策の実行に没頭しているか

らである。彼らのパワーは， しばしば政策を実

行する際に行使される。出世第一主義者である

彼らは，プログラムの管理に没頭することはあっ

ても，アジェンダの設定に削く時間をほとんど

持っていなL、。キャリア官僚の資源は，①長期

在職，②専門能力，③利益国体や盟会との緊密

な関係，④フoログラムlこ込められた原則への献

身，@プログラム拡張への関心，⑥持久力等で

ある。

国会は，アジェンダの設定に関して，次の 7

つの特徴を有している。①国会は，国民の代表

者である議員が活擢する場である。②盟会には

護法上のさまざまな重任が課せられている。③

盟会はメディアや世論の往目を受ける O ⑤多数

の議員は相互に調整困難な問題を認識・定義す

る。⑤国会は，自ら行った意思決定の結果であ

る政策の実行を統制することはできない。⑥国

会は，詳細な政策案の作成に必要な専門能力を

有しておらず，利益団体，国民，政府から圧力
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を受ける。⑦国会は，圧力をかける政府によっ

て定右され，国会自体のアジェンダを設定でき

t，n 、。

議員は，政策形成システムの中でアジェンダ

と政策案に大きな影響を及ぼす数少ない参加者

である。盟民のムードについての議員の認識は，

アジェンダに影響を及ぼす。これら議員が有し

ている資源は，①立法権，②広範な広報活動が

できる有利な立場，③議員の任期が首相・大臣

より長いこと，④政治的情報と技術的情報とを

組み合すことができる有利な立場にいることで

ある。

政党は，政策案よりもアジェンダに大きな影

響を及ぼす。選挙結果は，政権の交代と議員の

再編成を引き起こす。政権の交代と議員の再編

成は，いずれもアジェンダに大きな影響を及ぼ

す。政党の選挙公約や政策構領は一般的なテー

マを設定しており，アジェンダに影響を及ぼす

が，政策案を議論できるほど具体的ではなし、。

衆議院・参議院法制局および議員スタップは，

アジェンダよりも政策案により大きな影響を及

ぼす。

2 )政府・閤会周辺の参加者

利益団体は，一般に最も重要な参加者の 1つ

である O 利益団体は，現在の利益や特権を守る

ことにしばしば関心を持っている。したがって，

将来有望な開題に賛成するのではなく反対する

ことにより，アジェンダに影響を及ぼす。ひと

たびアジェンダが他のプロセスや参加者によっ

て設定された場合，利益田体は自らが選好する

政策案をおし進めようとする O

研究者は，アジェンダよりも政策案に対して，

短期的結果よりも長期的方向性に対して，それ

ぞれより大きな影響を及ぼす。

メディアは，一般に考えられているほど重要

ではない。彼らは，アジェンダに影響を及ぼす

というよりも，出来事を報道することに力点を

置いている O メディアの間接的影響は，世論に

影響を及ぼすことである O この世論は，議員・

国会に影響を及ぼし，出来事を惹起するのでは

なく，出来事を拡大する。特定の政策分野に特

化したメディアは，政策共弱体内部のコミュニ

ケーションを促進し，アジェンダと政策案に対

してマスメディア以上の影響を及ぼす。

世論は，特定の問題すなわちアジェンダの促

進要因としてよりも，可能な問題に対する制約

要国として機能する。

3 )見える参加者と隠れた参加者

以上説明してきた参加者は，表 1のように，

「見える参加者Jと「隠れた参加者」に区別さ

れる。メディアと国民の注自を受ける「見える

参加者」には，首相，議員・国会・政党，メディ

ア等が含まれる。「隠れた参加者Jには，キャ

リア官僚，衆議院・参議院法制局，市民団体，

研究者，世論等が含まれる。「見える参加者J
のグループはアジェンダの設定に，他方， I揺

れた参加者jのク前ループは政策案の特定化にそ

れぞれより大きな影響を及ぼす。

表 1 各参加者のアジェンダの設定と政策案の特定
化への影響

見える喪/ z， アジェ
政の特策案定

参加者 隠加者れた ンタの
設定 イヒ

E雪 ;f!3 見える 01) 

政府・国 キャリア官僚2)穏れた O 
会内部の

議員・国会・政党 見える O 参加者

衆議院・参議銭法制局 隠れた O 

市民間体 隠れた O 
政府・国 研 nアbし 者 隠れた O 
会濁辺の

見える参加者 メ アイ ア

世 論 緩れた O 

注1)0は影響を及ぼすことを示す(他のセルも同様).
注2)キャリア官僚は政策の実行に大きな影響を及lます.

「見える活動Jと「隠れた活動Jの区別も有

用である。議員は，アジェンダに影響を及ぼそ

うとする場合，市民毘体やキャリア宮僚への聴

取，国会の委員会での質問，法案の提出等によっ

て自らの構想を公表する。他方，政策案の特定

化を試みようとする場合，議員は，衆議院・参
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議院法制局，市民間体，専門家等と面接し，彼

らの考え方を開き，試案を世間に発表し，最終

的に政策案を作成する O 間様に，利益団体は，

政策案に関心を払い，政策案を作成し，アジェ

ンダに上程されている問題に自ら得意な政策案

を結び付け，事前の議論を自らの団体に有利な

方向へ向けさせ，自らの団体の利益に反する政

策案を組止しようとする。しかし利益田体は，

アジェンダに影響を及ぼすためには，主に「見

える活動Jと「見える参加者jに依存せざるを

得なし、。すなわち，衆議院・参議院の委員会の

委員長を説得し，公聴会の開催を計蕗させ，団

体の主張を大包の挨拶等の中で公表してもらう

必要がある。

なぜアジェンダの設定が「見える活動Jと

「見える参加者Jに結び付き，他方，政策案の

特定化が「揺れた活動Jと「隠れた参加者」に

結び付くのであろうか。その答えは，各仕事を

遂行するために必要とされる資掠，および各仕

事に参加者を憲きつける誘因に求められる。政

策案の特定化を試みるためには，ある程度の専

門知識が必要である O 専門家の政策共同体の中

での議論の多くは，非常に技術的，専門的かっ

詳細である。このような議論に注目せずに信頼

できる政策案を作成することは不可能である。

「見える政策形成の場jにおける誘国には，

さまざまなものがある。引っ込み思案の議員は

自立たない。他方，自己宣伝する議員は，再選

されたり出世したりする。政策案の詳細を徹寂

して調査する議員は稀である。議員は一般的な

方向性を設定し，詳細は国会スタッフに任せる。

これを受けた国会スタップは，キャリア官僚，

利益団体，研究者，他の専門家等に相談する。

首相は最初から「見える政策形成の場Jに関わっ

ている。首相，大臣，国会の有力議員，政党，

メディアのような「見える参加者jへの接近は，

政策案の特定化の場合よりもアジェンダの設定

の場合に適している。

「見える参加者Jは，まずアジェンダに影響

を及ぼそうとする。次に彼らは政策案の詳細に

関して，キャリア官僚，国会スタッフ，研究者，

利益団体等の「隠れた参加者Jに費関を試み

る111。

(2)政策アクティ Eスト

次に 2)の重要な役割を果たす政策アクティ

どストは誰で，彼らはし、かなる行動を展開する

のかについて述べる。政策アクティどストは，

自ら賛成する将来の政策の見返りを期待して，

自らの資源(注目，コミットメント，時間，エ

ネルギ一等)を進んで投じることで政策形成に

影響を及ぼそうとする。彼らは，(iJ特定の問題

についての関心，②閤家予算の確保・拡大や達

成による称賛等の自己利益の追求，③政策価値

の増大，③参加すること自体の喜びの 4つの組

み合せによって動機づけられる。

政策アクティピストは一般に次の 3つの場合

に観察される。1)特定の問題の政府・盟会の

アジェンダ上の位置を高める場合， 2)政策共

同体と国民に新しい政策案を慰11染ませる融和の

プロセスを通じて，自ら得意な政策案をおし進

める場合， 3)開いた「政策の窓」を認識し，

問題・政策・政治の流れの合流を活用して，問

題・政策・政治の 1つのパッケージを構成する

場合である。以下 3つの場合について簡単に説

明する O

1 )特定の問題の政府・盟会のアジエンダ上の

位置を高める

政策アクティビストは，次のような 3つの方

法で，特定の問題が認識・定義されることを促

進する。(1)新開発表，公聴会での証言，演

説等によってインディケータを強調する。(2 ) 

重要な参加者に直に面接し，彼らの個人的な経

験と問題とを結び付ける。(3 )手紙，訪問，

抗議活動などにより，政府・盟会の内部や周辺

の人々に対し，アジェンダに影響を及ぼす今期

の政府業績に関するフィードパックを試みる。

11) ibid. pp.21-70 
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2 )自ら得意な政策案をおし進める

政策アクティどストは，融和のプロセスにお

ける中心人物である。彼らは，自らの政策案に

関して論文を執筆し，証言し，穂取調査を試み，

メディアに取り上げてもらえるよう努力し，誰

とでも撞極的に会おうとする。彼らは，自らの

政策案を観測気球として浮かべ，その反応、を見

ながら自らの政策案を改訂し，再び政策案を観

測気球として浮かべる。彼らは，一般国民，

門家，政葉共同体の融和を目指している。

3 )問題・政策・政治の 1つのパッケージを構

成する

政策アクティビストは，政策の窓が開く擦に，

①問題と政策案，②問題と政治，③政治と政策

案をそれぞれ相互に結び付け， 1つのパッケー

ジを構成しようする。

政策アクティどストは，議員，キャリア官僚，

ロどイスト，研究者， ジャーナリストであった

りする。彼らは，いかなるタイプの参加者から

も生まれる O 彼らは，後述されるように，政策

形成の場を主体的に形成すると同時に，その主

体的に形成された場で，①アイディアマン，②

支援するコーチ， cr正当化を留るステーツマンの

3つの役割を能動的に果たすことが期待される。

多くの事例研究においては，特定の問題を政

府・国会のアジェンダに上程し法律制定に中心

的役割を果たしている 1人もしくは多くても2，

3人の政策アクティピストが観察される。特定

の問題を政府・盟会のアジェンダlこ上程する

任がたった 1人に課せられることはないからで

ある。

政策アクティビス卜の資質政策アクティど

ストが成功するための資質としては，①人の言

い分を間く能力，争政治的関係作りと交渉術に

優れていること，③粘り強さの 3つが上げられ

る。このうち③の粘り強さは，成功する政策ア

クティビストの最も重要な資質である O 多くの

優れた政策アクティビストは，専門能力と政治

的スキルを有している。しかし，衰の粘り強さ

があって初めて，成果を上げることができるの

である。

こうした政策アクティビストは，たくさんの

人々と対話し，活動計爵書を作成し，重要な人々

に手紙を書き，審議会等で陳述する。

政策アクティビストが問題，政策，政治を結

び付ける際に果たす役割の考察は，次に示すよ

うな 4つの合意を有している。

第 1に，政策アクティどストの役割を検討す

ることは，個人のパーソナリティーと構造のい

ずれが重要であるかの議論を理解するのに役立

つ。変化を理解しようとする場合，社会科学者

は構造の変化を観察する傾向があるO 他方，ジャー

ナリストは，適切な特に，適切な場所にいる，

適切な個人を強調する傾向がある。実際は両者

のいずれもが正しし、。本研究における政築アク

ティどストの捉え方は，パーソナリティーが重

要であることを明らかにするだけでなく，何故

および何時，政策アクティビストが出現するの

かを明らかにしている。

第 2に，政策アクティビストが流れを合流さ

せる際に果たす役割を検討することは，提唱と

仲介という 2つの異なったタイプの活動を解明

することに役立つO 本研究のように 3つの流れ

の合流を強調することは，新しい発明すなわち

アイディアの提示とその推進よりも，むしろ仲

介の方が重要であることを意味している。

3に，政策アクティビストの巣たす役割を

考慮した政策形成プロセスは，創造性を促進す

る。本研究におけるような複雑な政策形成シス

テムにおいては，政策アクティビストは出現し

た好機の全てを活用し，自らがおし進めている

政策案を問題に結び付けようとする。日襟が媛

昧で，生起する政治的出来事が混乱している場

合，政策アクティどストや政策形成システムは，

新しい革新的なアイディアを採用する傾向にあ

る。他方，目標が非常に厳密に定義されている

場合，多くの興味ある創造的なアイテ、ィアは，

無視される傾向にある。

第 4に，政策アクティピストは必ずしも賢明
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な人である必要はなく，どんな職位の人でも政

策アクティどストになれる機会が存在する。政

策アクティビストは，優秀なアンテナを持ち，

政策の窓を正確に読み取り，適切な瞬関に行動

できる人であればよい。彼らは，絶えず問題，

政策，政治の 3つを結び付けたり，離れ離れに

したり，また別の方法で結び付けようとする。

後述する政策の窓が開いた時，特定の問題が劇

的かっ突然にアジェンダに上程されるヘ

(3)政策形成の場

最後に 3)の政策形成の場とは何であり，場

はいかなる役割を果たすのかについて述べる。

政策形成の場とは，その中で政策が形成される

コンテクストとして定義され，槽報を解釈し意

味を創る時の基礎となる。情報は，政策形成の

場において解釈され，知識の塊である政策に統

合される。この政策形成の場には，物理的な空

間，心理的な空間， 1 Tによる時空間を超えた

バーチャルな空間が含まれるへ政策形成の場

の全体は「政策形成システムj と呼ばれる。

政策形成システムは，①開題が投げ込まれた

り生成・浮上したりする場，②政策案が投げ込

まれたり生成・浮上したりする場，③政治が投

げ込まれたり生成・浮上したりする場の 3っか

ら成り立っている。このうち⑤の政策案が投げ

込まれたり生成・浮上したりする場は「政策共

同体」と呼ばれる。

「知識は場に埋め込まれており，知識創造活

動にはコンテクスト，つまり知識を生み出す場

12) ibid. pp.179悶204.キングダンの「政策企業家j，ク

ロー・一線・野中の「ナレッジ・アクティどストj，

本研究の「政策アクティピスト」は，いずれもほぼ

同じ概念である。 Greorgvon Krogh， Kazuo 

Ichiio， and Ikujiro Nonaka (2000). Enabling 

Knowledge Creation: Hoωto Unlock the Mystery 

0/ Tacit Knowledge and Release the Power 0/ 
Inπovation， N.Y.， Oxford University Press 

(rナレッジ・イネーブワング 知識創造企業への五

つの実践J，東洋経済新報社， 2001.) 

13)野中・梅本，op. cit.， pp. 5 -7. 

が不可欠である凶J。この点は，知識の塊であ

る政策についても当てはまる。したがって，次

のように述べることができる。「政策は場に埋

め込まれており，政策形成活動にはコンテクス

ト，つまり政策を生み出す場が不可欠であるJ。

2 アジェンダの設定，政策案の特定化，合流

と窓

他の問題が無規される中で，ある特定の問題

の優先順位が上がったり，あるいは特定の政策

案が他の政策案よりも注自される理由は 2つあっ

た。第 lの理由については上で説明した。ここ

では第 2の理由である，参加者が影響を及ぼす

「アジェンダの設定」と「政策案の特定イヒJの

プロセスについて3見明する。そのプロセスは，

3つの流れ，すなわち問題の流れ，政策の流れ，

政治の流れから成り立っている。参加者は，問

題を認識し，公共政策の変更に関する政策案を

生成し，選挙運動や利益団体によるロビーイン

グ等の政治活動に携わる。

(1)アジェンダの設定

いかにしてアジェンダは設定されるのか。そ

の答えは，1)問題とアジェンダ， 2)政治と政

治状況の 2つに関わる。

1)問題とアジェンダ

なぜ特定の開題は，他の問題以上に，政府・

盟会の内部と周辺の人々に注目されるのか。そ

の理由は， (1)これらの人々が条件に関して

学習する手段と， (2)条件が問題として定義

される方法の 2点に求められる 15)。

14)クロー・ー篠・野中，op. cit.， p.ll 

15) Kingdon， op. cit.， p.1l5.キングダンは，条件と

問題の相違について次のように述べている。「我ノを

は日々 悪天候，不可避で手に負えない疫病，貧困，

狂信的行為等のあらゆる種類の「条件jIこ耐えてい

る。我々が問題について何かをなすべきであると信

じるようになった場合，条件は問題として定義される。

問題は単に条件でもなければ，外部の出来事でもな

い。問題は認知され解釈された婆素を含んでいるJ。
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条件に関する学習手段 (1)の人々が条件

lこ関して学習する手段としては，①インディケー

タ，②衝撃的出来事，③フィードパックの 3つ

のメカニズムがある。以下これらのメカニズム

について簡単に説明するO 人々は，①のインディ

ケータを用いて，問題の大きさ(例えば，病気

の発生率やプログラムのコスト)を評価し，問

題の変化を識別する。インディケータの解釈は，

事実の直接的な評価を超えたはるかに複雑なプ

ロセスである。インディケータの日常的監視に

加えて，政府機関，非政府機関や大学の研究者

は，特定の時期に特定の問題について調査研究

を試みる。この調査研究は，参加者が法毘すべ

き問題を示唆する。

人々は，②の衝撃的出来事(災害，危機，錨

人的経験，有力な象徴的事実等)に注目する。

これらの衝撃的出来事は，いくつかの条件に人々

の在自を向ける。衝撃的出来事の場合，それ単

独ではなく，それを強化するような事前の認識，

信頼に足るインディケータ，他の類似の出来事

との組み合せがより重要となる。

人々は，③のフィードパックにより，現在の

プログラムの状況に関する情報を提供したり，

未達成の目標を指示したり，予期せざる結果を

示唆したりする。公式のフィードパックとして

は，コストやプログラムの定期的評価があり，

非公式なフィードパックとしては，衆議院・参

議院事務局に伝えられる苦情等がある。

政府・国会のアジェンダに上程される問題も

あれば，政府・盟会のアジェンダから消え去る

問題もある。なぜ問題はアジェンダから消え去

るのか。その理由として次の 5つが上げられる。

第 1に，政府・盟会は問題に取り組んだり，曲

がりなりにも問題を解決するかもしれない。第

2に，問題を浮き彫りにする条件が変化する。

第3に，人々はある条件に慣れたり，問題のレッ

テルを貼り替えたりする。第 4に，他の:意思決

定項目が出現し，抵い優先JI憤位の意思決定項呂

を脇に押しゃる。第 5に，人々の問題への注目

の仕方にはサイクルがある。

予算は，特定の問題への注目を際立たせる促

進要因として作用することがある O しかし多く

の場合，予算は制約要困として作用し，解決に

、コストを伴う問題の優先瀬位を下げる。

条件が問題として定義される方法 ( 2 )の

条件が問題として定義される方法に関しては，

一般に全ての条件が問題とみたEされる訳ではな

L 、。条件と問題との開には差異が存在するO 人々

が何かを変更すべきであると篠信する場合，特

定の条件は問題として定義され，アジェンダ上

を上昇するチャンスをもっ。

人々は，次の 3つの方法で条件を問題として

定義する O 第 1に，重要な価値を侵害する条件

は問題に変換される。第 2に，条件は， {也の悶

や他の関連組織との比較の結果として，問題に

変換される。第 3に，条件を特定のカテゴリー

に分類することは，その条件を特定の種類の問

題として定義することになる O

問題の認識は，アジェンダの設定にとって重

要である O ある特定の問題がアジェンダ上の高

い優先縮位を獲得する可能性は，その問題と政

策案が結び付く場合，非常に大きくなる。いく

つかの開題が緊急、を要すると見なされる場合，

それらの問題は単独でも，アジェンダ上で高い

優先順位を獲得する O しかし，問題が認識され

るだけでは，特定の問題がアジェン夕、上で高い

優先瀬位を獲得できる訳ではない。さまざま問

題が政府・国会の内外には溢れており，政府・

国会の内部と周辺の重要な参加者は，そのうち

のごく一部分の問題に注邑するだけである O

問題を解決しようとすることが，政府・盟会

の内部と閤辺の人物が解決策を考案する唯一の

動機ではなし、。問題を解決しようとする動機と

は異なるいくつかの動機が，彼らの行動を提進

する O 政治家は，自らの足跡を残すための方策

を常に考えている。キャリア官僚は，自らの仕

事の維持や縄張りの拡張につながるような発議

を試みる O

支配的な価値が変化する結果，新たな問題が

定義されることもある。利益関体による庄力行
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動や別の選好の表明は，問題が解決につながる

か杏かは別として，その問題の擾先JI頃位を上げ

る。

なお本研究では，特定の期に分析対象となる

問題は，当期に新たに認識・定義された「問題J，

および，それ以前の期において認識・定義され

当期の初めにも未だ解決されていない問題のリ

ストである「アジェンダJの再者を含んでいる。

2 )政治と政治状況

問題の流れと政策の流れとは独立に，政治の

流れが存在する。この政治の流れは，①国民の

ムード，②圧力団体の活動，③選挙結果，④国

会での政党・イデオロギーの分布等から成り立っ

ている O このうち国民のムードは， I閣内の風

潮J，I世論の変化J等さまざまに呼ばれる。し

かし，いかなる名称で呼ばれようとも，それら

は次の 3つの点では共通しているo (1)国内

のかなり多くの人々の考え方には，ある共通す

る傾向が存在する o (2)国民のムードは，明

確な方向性をもって時簡とともに変化する。

( 3 )ムードや風潮の変化は，アジェン夕、の設

定や政策の実行に重要な影響を及ぼす。

これら政治の流れは，アジェンダに大きな影

響を及ぼす。例えば，新政権はアジェンダを変

え，低い優先順位の問題に注目しなくなる。

員のムードが保守的な場合，コストのかかる新

規の賠題は無視される O 他方，由民のムードが

寛大な場合，多くの財政支出が許容される O 強

力な利益団体の反対によって圏難になる開題も

ある。その結巣，新しい53IJの摺題が際立つよう

になり，利益団体によって反対された問題は好

都合な時期まで棚上げにされるO

さまざまな政治の展開のうち，①の匿良のムー

ドと③の選挙結果の組み合せは，アジェンダに

特に大きな影響を及ぼす。この 2つの組み合せ

は，いくつかの問題のアジェンダ上の擾先順位

を上げ，政府・盟会内部の人々は， 53IJの問題に

は注呂しなくなる可能性がある。

従来，公共政策の分析は，政治的出来事を政

策形成プロセスの外生変数として取り扱ってき

た。しかし政治は，問題と政策案を統合する

要な要素であり，政策形成にとって決して外生

変数ではない1610

本研究では，特定の期に認識・定義される政

治は，当期に新たに認識・ された「政治J，

および，それ以前の期において認識・定義され

当期の初めにも相変わらず認識・定義される政

治のリストである「政治状況Jの両者を含んで

いる。

(2)政策案の特定化

いかにして政策案のリストが，実際に真剣に

検討されるリストに絞り込まれるのか。その答

えは， (1)政策案は政策の流れの中で生成し

絞り込まれる， (2) リストの絞り込みには，

特定の政策形成の場における隠、れた参加者であ

る専門家が関与している，の 2点に要約される。

1)政策の原始スープ

まず(1)の政策案は政策の流れの中で生成

し絞り込まれることについて述べる。政策案は

理論的には無報に存在する。「政策の原始スー

プJの考え方によれば，さまざまな政策案が至

るところで検討される。そのプロセスは進化論

的であり，政策案のいくつかが存続し積極的に

受容される選択プロセスである。したがって，

政策案の起掠は必ずしも重要ではない。重要な

ことは，政策案が絶えず相互に衝突い決定可

能なほどに洗練される場合に生じる突然変異

(全く新しい形態の出現)と再結合(既に熟知

している要素をまとめること)のプロセスであ

る。

政策案は， I政策の原始スープjの中を比較

的自由に浮遊する。しかし政策アクティピスト

は，そのプロセスが全く自由に変動するままに

はしなL、。彼らは，自ら得意な政策案に関する

議論を開始するだけでなく，多くのさまざまな

16) ibid. pp.90-115， pp.l45-166， pp.l97-199. 
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討論会で政策案を売り込もうとする。さらに彼

らは，慣性に支配され変化に抵抗しがちな政策

共間体と国民の両者を融和しようする。融和と

は，政策アクティビストが，政策共同体と国誌

に対して新しい政策案を腕染ませ，自ら得意な

政策案を受容させようとするプロセスである。

2 )政策案の存続規準

次 に(2 )のリストの絞り込みには，特定の

政策形成の場における隠れた参加者である専門

家が関与していることについて述べる。専門家

で構成される政策共詞体は，政策案の最終選抜

候補リストを生み出す。上述の選択プロセスを

通じて，いくつかの政策案が定式化され，融和

のプロセスを経た後も残り，政策案の存続規準

をほぼ満たす。この政策案の存続規準としては，

次の 5つが上げられる。

第 1に，政策案はよく工夫され実行可能なも

の，すなわち技術的実行可能性が高いものでな

ければならない。第 2に，政策案は，政策共同

体の専門家の価値に照らして受容可能なもので

なければならなL、。政策共同体の価値は，政府

の適切な役割や規模に関する意見だけでなく，

公正や効率性の概念も含んでいる。第 3に，政

策案が将来惹起するコストは，許容範囲内でな

ければならなL、。コストが許容範囲を超える政

策案は検討されなくなる。第 4に，致策案は一

般大衆や専門家の黙認が得られるものでなけれ

ばならなL、。一般大衆どとは，国民の大部分，政

策の結果に特別な利害関係を持つ狭い範盟の活

動家，あるいはその両者のいずれかを指してい

る。第 5に，政策案は，選挙で選任される政治

家の承認を得られるものでなければならなL、
政治家が反対しそうな政策案は検討されない。

当然，以上 5つの規準を満たす政策案の存続

可能性は高く，他方，規準を満たさない政策案

の存続可能性は低L、。

3 )政策と政治の各流れの中での合意形成

全ての導門家が陪意するただ 1つの政策案が

存在する場合もあるし，存在しない場合もある。

しかし，少なくとも 1組の際立った政策案が

「政策の原始スープJの表面まで浮かび上がり，

意思決定のための政策代替案となる。政策共同

体の中では， I拡散Jと「受容Jの原射にもと

づいて，バンドワゴン効果に似た現象がしばし

ば生じる。特定の政策案が次第に人気を博する

ような場合，政府・調会の内部と周辺の人々は，

「認識が広まっているJ，I興奮が高まっているJ，

「皆が関心を抱き，議論に夢中になっているJ，

「結論が近付いているj と述べるようになる。

長い融和のプロセスは，政策変化にとって決

定的に重要である。政策の窓が開く以前に政策

案が長い準備のプロセスを経験していない場合，

真剣に検討される機会は看過されがちである。

政策案を広めたり洗練化する仕事は，短期的に

実を結ばなくても無駄ではなL、。実際，政策案

が適切な時に真剣に検討されるためには，融和

のプロセスは非常に重要である。

政策の流れの中では，合意は，主に説得と普

及のプロセスを通じて形成される。ある政策案

が上記の 5つの規準を満たし存続する場合，そ

の政策案は政策共間体の中で普及する。参加者

は，インディケータを整理し，特定の条件は問

題として定義可能であると主張する O あるいは，

「自ら得意な政策案は，①の技術的実現可能性

や②の政策共同体構成員の俗値との整合性の麗

準を満たしている」と主張する。

他方，政治の流れの中の合意形成は，主に取

引による。政治の場合，相手方に譲歩すること

によって初めて提携が行われる。あるいは，現

在提携しているか今後提携しようとする参加者

は，取引を行う。提携への参加は，参加者がそ

の行動のメリットを納得したからではなく，提

携に参加しない場合には参加することによる利

益が得られなくなることを恐れるからであるm

17) ibid. pp.116-144， pp.l98-201. 



12 (168) 経済学 研究 52-2 

(3 )合流と窓

1)問題・政策・政治の 3つの相互の結ひ、付き

以上説明してきた閤題，政策，政治の各流れ

は，それぞれ独自の生命を持っている。しかし，

問題の流れ，政策の流れ，政治の流れが合流し，

問題，政策，政治の 3つが相互に結び付き， 1 

つのパッケージを構成する場合がある。開題，

政策，政治の 3つが相互に結び、付き 1つのパッ

ケージを構成する場合，特定の問題が政府・盟

会のアジェンダに上程される確率は劇的に高ま

る。

3つが相互に結び、付く途中のいくつかの時点

で，次のような 2つの部分的なパッケージが見

られる。(1)政策案と問題は相互に結び付い

ているが，政治がその結び付きを受容しない。

( 2 )政治と政策案は結び付いているが，世論

は緊急の問題が解決されるとは思っていない。

( 3 )政治と問題はともに具体的な行動を求め

ているが，採用すべき有効な政策案が存在しな

い。このような 2つの部分的なパッケージしか

構成されない場合，特定の問題が政府・盟会の

アジェンダ上の優先順位を上げる可能性は低い。

2 )政策の窓とは向か

「政策の窓」とは，政策アクティピストが自

ら得意な解すなわち政策案をおし進めたり，特

定の問題を人々に注話させる好機を指している。

政府・国会の内部や閤辺の政策アクティピスト

は，自らの政策案や問題をすぐに使えるよう準

備しており，これらの女子機がやって来るのをじっ

と待っている。

問題の窓と政治の窓 窓は，問題の流れの中

の出来事か，政治の流れの中の出来事のいずれ

かによって開く。したがって，政策の窓には

「問題の窓Jと「政治の窓」の 2種類がある。

例えば，新しい問題は，その問題に政策案を結

び付ける好機を生み出す。あるいは，議員の交

替，国民のムードの変化，活発なロビー活動等

の政治の流れの中の出来事は，いくつかの問題

や政策案が注自される好機を生み出したり，他

の問題や他の政策案が‘注自される好機の芽を摘

んだりする。

「問題の窓j と「政治の窓Jは棺互に関連し

ている。問題が差し追って窓が開く場合，開題

に対する解として生み出された政策案が政治的

に受容可能なものであれば，それら政策案は，

問題と政治を結び付ける可能性をもっ。盟会の

十分な支持を得ることが出来なかったり，ある

いは政府の反対を受けそうな政策案は，たとえ

問題に対する論理的には完全な解であったとし

ても，採用されなL、。同様lこ，政治的出来事が

窓を開く場合，参加者は，提示された政策案が

結び付くような開題を探索する。生起した政治

的出来事によっては，その後，認識された問題

の処理に参加者がかかりきりになることもある。

すなわち，政治の窓が聞いたことを契機に，問

題の流れの中で非常に関難な問題が生成するこ

とカiある。

3 )窓の開放

窓、が開いている場合，政策形成システムは，

多くの問題と政策案を抱え込むことになる。参

加者とくに政策アクティビストが十分な資源を

投じる場合，問題のいくつかは解決され，政策

案のいくつかは立法化される。他の問題や政策

案は，十分な資源(注目，コミットメン九時

間，エネルギ一等)が投じられないために，他

の場所へ流れ移ってし、く。

認知，推測，誤った推測 ここまでは，い

つ政策の窓が開くのかが確実に予期できるかの

ように述べられてきた。残念ながら，そのプロ

セスを主体的に操作しようとする政策アクティ

ビストにとって，現実はそれほど単純ではない。

政策の窓のいくつかの客観的な特徴を上げるこ

とはできる。しかし，政策の窓は，政策アクティ

ビストを含む参加者の認識の中に存在するもの

である。参加者は，窓の関関を認知し，その将

来の開閉の可能性を推定する O しばしば誤って

認知したり，誤って撹定したりする。認知は誤
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らなL、かもしれないが，人間の本性は複雑であ

り不透明である O このため，窓が現在開いてい

るのか，将来開くのかに関して，総明な人々の

間でも意見が異なることがある。

窓は，時々予期したように向くが，予期せず

に開くのが一般的である O 予期が可能か不可能

かにかかわらず，窓が開いているのは短時開で

かっ稀で、ある。好機はやってくるが， しかしま

た過ぎ去ってL、く。窓は，長い間，開いたまま

では決してなL、。

窓は短い閤しか聞いていない。まさに， r鉄
は熱いうちに打てJである。ダウンズの「問題一

注自の循環Jも，好機が存在する場合の速やか

な行動の重要性を指している。聡明な政治家や

キャリア官僚は，タイミングの重要性にしばし

ば言及している。あるキャリア官僚は， r重要

なことは，適切な時に政策案が存在することで

あるJと述べている。彼の発言は，政策案は常

に準織されている必要があり，窓が開いた特に

浮上し，おし進められる必要があることを意味

している。

4 )優先順位をめぐる競争，稀にしか開かない

窓，窓が閉じる理由

アジヱンダ上の優先)1康伎をめぐる競争 問題

は真剣に検討されなければならない。しかし実

際には，多くの問題は政府・開会のアジェンダ

の上位には上がってこなL、。政策形成システム

が問題を処理する能力には娘界があるからであ

るO 多くの問題が意思決定される時を待って行

列をつくっている場合，緊急性の高い問題は，

緊急性の低い問題を待ち行列の後ろの方に押し

やってしまう。しかしこうした場合，大きい問

題が常に注目され，政府・盟会のアジェンダ上

の優先順位を上げるとは限らない。大きい問題

と競合しないために，小さい問題が優先順位を

上げ真剣に検討されることもある。

稀にしか関かない窓 窓が稀にしか開かない

理由としては，次の 3つが考えられる O 第 lに，

政策形成システムの容量には臨界がある。政府・

国会において，全ての問題が通過しなければな

らないパイプラインは 1つしかなく，その途中

にボトルネックが存在する O すなわち，政府・

国会の内部の人々の時間や処理能力には限度が

ある。例えば，法律案は，委員会で審議され本

会議に上程されなければならず，特定の時期に

検討される法律案の数には限度がある。第 2に，

政府・国会の内部の人々が戦略的な配慮をする

場合，特定の時期に検討される問題の数には限

りがある。彼らは，有担の政治資源のストック

しか持っておらず，全ての拐題に同時にそのス

トックを使う訳にはいかなL、。首相であっても，

最も高い優先順位の問題のために自らの政治資

源を除けておく必要がある。第 3に，政府・盟

会の内部と周辺の人々が lつの問題に集中する

場合，必然的に他の問題は注告されなくなる O

窓が閉じる理由 窓が閉じる理由としては，

次の 5つが上げられる。第 1に，参加者は，

思決定や立法を通じて問題を片づけたと感じる O

第 2に，参加者は行動を起こすことに失敗する

かもしれなL、。参加者は一度失敗すると，再度

試みる気持ちをなくす。第 3に，窓を開けた出

来事が消滅する。危機や衝撃的出来事は， もと

もと短期的なものである O 第 4に，担当者の交

替が窓を開けた場合，その担当者もやがて交替

する。第 5に，窓は，利用可能な政策案が存在

しないために，時々閉じることがある O 窓が閉

じた場合，政策アクティピストは， 'iJ1jの窓が開

くのを待たなければならなし、

政策の窓が稀にしか開かず，かっ開いている

時間も短かいことは，政策アクティビストが問

題と政策案を能動的に結び付ける必要性を高め

る。

5 )融和の必要性

キングダンは，次のような興味ある比喰によっ

て融和の重要性を指摘している o r変革を主張

する人々は，大きい波を待っているサーブァー

に似ている。あなたがそこから脱出するために

は，犬かきで泳ぐ準備をしていなければならな
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L 、。大きな波が来る時に犬かきで泳ぐ準備をし

ていないならば，あなたは波に乗る気はないと

みなされるJ。

上述のように，政策アクティピストが成功す

るための資質として，①人の言い分を開く能力，

②政治的関係作りと交渉術に優れていること，

③粘り強さの 3つがある。この 3つの資費は，

政策形成システムを融和するプロセスにおいて

重要である O サーブァーの比喰が示すように，

政策アクティどストは犬かきで泳ぐ準備をして

いる必要がある O 彼は，自らの感覚を研ぎすま

し，波に乗る準備と統制不能な力を科用する

備をしている必要がある。いつ政策の窓が聞く

かは予期できなL、。したがって，政策アクティ

ビストは，政策の窓が開くのに先立って，自ら

の問題，専門能力および政策案を準備している

必要がある。題題の事前の検討と政策形成シス

テムの融和がなされていない場合，政策アクティ

ピストは，開いた窓を利用することができない。

準備をしている政策アクティビストは，いかな

る波がやって来ようとも波に乗ることができる。

彼は，いかなる危機も好機として捉えることが

できる O

6 )隣接問題への波及

特定の問題に関して窓が開くことは，的の類

似の問題に関して窓が開く確率を高める。この

ような棺互に関連した出来事を記述するために

は，ハースが提示した「波及」の概念が有効で

ある出。開いた特定の窓を利用することは， し

ばしば，政策形成システムにおける将来の意思

決定の手引きとなる原則の確立を意味する。前

例は，特定の政策形成システムから，それに隣

接する他の政策形成システムへ波及してし、く。

原員IJの確立 ひとたび先例となる最終的裁定

がなされたり画期的な法律が通過したりすると，

18) Haas， E. B. (1968). The Uniting 01 Europe， 

St且nford，Stanford University Press， pp.291-

299 

新しい原則が確立される。その擦，政策形成シ

ステムにおける公共政策の形成は，以前のもの

とは決して同じものではなくなる。その理由と

して次の 2点が上げられる。(1)それ以障の

公共政策は，新しい原員IJにもとづき形成される。

( 2 )人々が新しい処理方法に慣れ，その新し

い方法を破棄することが難しくなる。人々はこ

うした状況を「原則の確立J，I方向性の変更J，

「先タIJの確立J等と呼ぶ。しかし(1)と(2 ) 

よりも，先例となる出来事のもつ「政治的側面」

の方が重要である。変化の阻止を目指しながら

最終的に敗北した集団は，自らを無敵であると

主張できなくなるからである O

燐接領域への波及 ひとたび先例が特定の領

域で確立されると，その先例が同じような領域

で用いられ，類似の変化が挺進されるO 例えば，

航空規制緩和法案が成立すると， Jjljの輸送方法

の規制緩和の提案者たちは，航空規制緩和法案

の経験を活かして， トラック輸送や列車輸送に

関しでも類似の方策を主張した。事実，ラルフ

ネーダーの自動車での成功は，非常に広範な消

費者保護運動に波及した。

波及の原因 このような波及が生じる際国と

して次の 2点が上げられる。第 lに，最初の問

題に成功し，その問題に関わった政策アクティ

ビストを含む集留は，自ら大きな利益を手にし

たことに気付くからである。彼らは，同じよう

に人気のある状況の中で，さらに成功しようと

他の問題に取り掛かる。その際，問題が 1つの

ケースから別のケースに進展するためには，ま

ず 2つの問題が同じカテゴリーの開題として位

置付けられる必要がある。次に速やかに行動す

ることが大切である。最初の政策の実行は，そ

の政策の新鮮味を部いでしまうからである。第

2に，人々は先例にもとづいて議論するからで

ある問。

19) Kingdon， op. cit. p.165， pp.170-175， pp.184-195， 
pp.201叩204.
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7)偶然性とパターン

本節で詳細に説明してきた(1)問題・政策・

政治の各流れの内部プロセス， (2)合流を形

成するプロセス， (3)政策形成システムに対

する一般的制約，の 3つにはそれぞれ一定のパ

ターンが存在する。したがって本モデルのプロ

セスは，全く偶然性に支配されている訳ではな

L 、。

以下この点について簡単に説明を加える。

(1)の問題・政策・政治の各流れの内部プ

ロセスは，全く偶然で、あるとはいえない。岳ま

ず問題の流れの中では，各問題が珂等に表面化

する訳ではない。インディケータ，衝撃的出来

フィードパックによって際立たない条件は，

政府議会の内部と毘辺の人々にほとんど注目さ

れない。さらに，重要な価値と衝突したり，適

切に評価・分類される条件は，問題として定義

されるが，そうでない条件は問題としては定義

されない。②政策の流れの中では，全ての政策

案が同等に存続する訳ではない。(1)技術的

実行可能性， (2)政策共間体構成員の価値と

の整合性， (3)許容できるコスト， (4)一般

大衆の黙認， (5)選挙で選任される政治家の

支持，の 5つの規携を満たす政策案の存続可能

性は高いが，他方，満たさない政策案の存続可

能性は低い。③政治の流れの中では，全ての環

境や出来事が同等に生成する訳ではなL、。必要

な資源を持っている集団もあれば，持たない集

団もある。変化する留民のムードもあれば，変

化しない国民のムードもある。よく交替する議

員もいれば，あまり交替しない議員もいる。

( 2 )の合流を形成するプロセスも様々である。

生じやすい合流の結び付きもあれば，生じにく

い合流の結び付きもある。全ての政策案が，全

ての問題に関して同等に議論される訳では決し

てない。参加者は，何が問題に対する適切な政

策案であるかについて特定の認識を持っている。

有能な政策アクティピストの出現は，問題・政

策・政治の 3つの結び付きの可能性を高める。

他方，政策アクティどストがいない場合には，

3つの結び付きの可能性は非常に器L、。(3 ) 

の政策形成システムに対する制約も様々である。

これら制約の多くは政治の流れの中で生じる。

政府・盟会内部の参加者は，キャリア官僚や議

員の選好を認識しており，自らも彼らの選好の

ゆで行動しなければならないと考えている。予

も政策案に制約を課す。①憲法，②法令，③

④先例(判例)， @慣習上の決定方法等

も参加者に制約を課す。窓が稀にしか開かない

ことは参加者の行動を制約する。参加者によっ

て認識・定義された問題は，アジェンダ上の限

られた余地をめぐって競争し，高い擾先順位を

求めて行列をつくる。政策の流れの中で専門家

によって用いられる 5つの規準は，これらの制

約を考慮したものといえる加。

3 改訂モデルの特徴

前項では，政策の窓、モデルが組織的知識創造

モテソレの考え方をもとに改訂された。本項では，

政策の窓モデノレと比較した場合の「改訂・政策

の窓モデルjの4つの特徴を明らかにする。

第 l点、は，政策の窓モデルでは，政策形成の

場が必ずしも明示的に取り上げられていない。

他方， r改訂・政策の窓モデル」では，政策形

成の場がより明示的に取り上げられている。

体的には，まず政策の窓モデルでは，政策形成

の場として①政策案が投げ込まれたり生成・浮

したりする場 cr政策共同体Jと呼ばれる)

のみが，もっぱら取り上げられ分析されている。

他方， r改訂・政策の窓モデルJでは，政策形

成の場として，①政策案が投げ込まれたり生成・

浮上したりする場に加え，②問題が投げ込まれ

たり生成・浮上したりする場とをむ政治が投げ込

まれたり生成・浮上したりする場も取り上げら

れ分析される O 政策形成は決して真空の中で行

われるものではない。したがって，問題が認識・

定義される局面でも，政治が認識・定義される

局面でも，それぞれ「湯Jが設定される必要が

20) ibid. pp.205ω208. 
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ある O

さらに政策の窓モデルでは，政策アクティビ

ストに相当する政策企業家の役割が，①問題に

対する関心を高める，⑨自ら得意な政策案をお

し進める，③政策の窓が開いた際に問題，政策

案，政治の 3つを結び付ける，という 3つの役

割に限定されている O 他方， I改訂・政策の窓

モデルJでは，上記の 3つに加えて，④「政策

形成の場」を設定する役割が追加されている O

政策形成のためには，設定されている「政策形

成の場Jの中での政策アクティビストの主体的

なリーダーシップ(①，②，③)だけでは不十

分であり，さらに政策アクティどストによる政

策形成の新たな場の主体的な設定が必要である。

第 2点は，第 l点、で述べられた「政策形成の

場の設定Jと「政策アクティビストの役割Jと

も関連する。政策の窓モデル(および政策の窓

モデルの出発点となったゴミ箱モデル)では，

政策形成プロセスが，問題・政策・政治の「偶

然、の結び付きJにもとづく，より受動的な知識

創造プロセスとして捉えられている O 他方，

「改訂・政策の窓モデルjでは，政策形成プロ

セスが，政策アクティどストによる①問題・政

策・政治の「主体的な結び付けj，②政策形成

の新たな場の主体的な設定，③設定されている

政策形成の場での主体的なリーダーシップ，の

全部で 3つにもとづく，より能動的な知識創造

プロセスとして捉え産されている点である。

第 3点は， I大きな上位問題j(INPO法の立

法j)を分析する際の詳細さである。政策の窓

モデルでは，問題の流れを浮遊する「大きな上

位問題jをく政府・国会のアジェンダ〉の構成

要素として提え，それら「大きな上位開題J関

の相互関係および各「大きな上位問題Jと政策・

政治との相互関係がそれぞれ取り上げられ分析

されている O 他方， I改訂・政策の窓モデルJ

では，問題の流れを浮遊する「大きな上位問題J

をくアジェンダ)，その「大きな上位問題」の

構成要素である川、さな下位問題j (後述する

「各政党の無党派層の取込みj，I自社さ連立政

権の野合批判をかわした存続J等の 8つ)をく

開題〉とそれぞれ呼ぶことにより， I大きな上

位問題Jをより詳細に分析している。なお「改

・政策の窓モデルでは，政策の窓モデルにも

とづく上記の「大きな上位問題Jに関する諸関

係も取り上げられ分析される。

第4点は，政治のストックとしての「政治状

況Jが取り上げられ分析されている点である。

政策の窓モデルでは，問題の流れを浮遊する問

題のストックとしての「アジェンダ」と「政策

案」のストックが取り上げられ分析されている。

しかし，政治の流れを浮遊する「政治」のストッ

クとしての「政治状況Jは考慮されていない。

他方， I改訂・政策の窓モデルJでは，アジエ

ンダと政策案のストックに加え， この「政治状

況Jが取り上げられ分析される。特定の期に参

加者によって投げ込まれたり，各流れの中で自

然発生的に生成・浮とする問題，政策案，政治

に加えて，問題のストックとしてのアジェンダ，

政策案のストック，政治のストックとしての

「政治状況Jの3つが間特に考慮される。した

がって，複数の期揺にわたる長期的な政策形成

を分析することが可能になる。

政策の窓モデルは，民主党と共和党の二大政

党制の下にある米国大統領の原則J4年間という

相対的に樫い任期内に生成する大きな政策変化

の分析を目的として提示されたモデルである O

したがって，政治のストックとしての「政治状

況Jは，必ずしも取り上げられる必要はなかっ

たと考えられる。他方，議院内閣制で二大政党

制の下にはない我が国では，大きな政策変化が

生成するためには相対的に長い期閣が必要であ

る。したがって，我が留のNPO法の立法過程を

分析する擦には，政治のストックとしての「政治

状況」が取り上げられ分析される必要があるヘ

4 概念国

図2は「改訂・政策の窓モデルJの概念図で

ある。なお園 2は， NPO法の立法過程を表わ

している。以下，概念図について簡単に説明を
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1.10える。

政策形成の場の全体である政策形成システム

においては，問題の流れ，政策の流れ，政治の

流れが，いずれも左から右へ流れている。この

概念図では，政策形成システムを構成する倍々

の場は描かれてはいなL、。政策形成システムの

参加者は，これら 3つの流れに向かつてさまざ

まな問題，政策案，政治を投げ込む。さらに参

加者は，各流れの中の種々の問題，政策案，政

治に注目している O 注目の結果，参加者は，自

然発生的に生成・浮上する新たな問題，政策案，

政治のそれぞれの存在を認識する。

1番上の問題の流れに向かつて，政策アクティ

どストが問題 4と開題 4Iを投げ込んでいる。

さらに政策アクティピストは，問題の窓が開く

ことを契機に，問題の流れの中の問題 3，問題

5，問題 5の存在に注目するようになる。すな

わち，問題 3，問題 5，問題 8が生成・浮上し

てくるのである。これら 5つの問題は，それぞ

れ開いた問題の窓し問題の窓 2，問題の窓 3

を通って，政策の流れに入り浮遊している。な

お，開題 1と問題 2は，第 1販の早い時期lこ，

問題の流れの中へ投げ込まれたか，あるいは問

題の窓が開いたことを契機に，問題の流れの中

で生成・浮上した。そして開いていた(概念図

では示されていなLリ問題の窓を通って，政策

21)キングダンは，多くの他の理論やそデノレと比較した

場合の政策の窓モテ守ルの後れた点として，次の 4点

を上げている。第 1!こ，政策の窓モデルは，公共政

策研究において，機めて重要でありながら従来未解

明であった政府・盟会のアジェンダの設定と政策案

の特定化のプロセスを解明しようとする。第 2に，

政策の窓モデルは動態約モデルである。すなわち，

政策の窓モデルにおいては，問題，政策，政治の 3

つの独立した流れは，それぞれ独自の生命を持ち，

他の流れと同時かっ対等に政策形成システムを貫流

していき，政策の窓が開いた日寺に合流する。他方，

「政策進化モデルJに代表される他のそデルでは，

出来事は，段階のJI際序通りにきちんと進行すること

が想定され，各段階が儲¥l1Jに分析されている点で静

態約モデルである。第 3に，政策の窓モデルは，第

lと第 2の特徴とも関連するが，公共政策形成の実

際のほとんど全ての婆素を考慮している極めて包括

の流れに入り浮遊している。

上から 2番自の政築の流れに向かつて，各期

の最も重要な政策案である政策案 1-政策案 8

が投げ込まれている。なお概念国では，これら

sつの重要な政策案以外の多種多様な政策案は

描かれていない。

1番下の政治の流れに向かつて，政策アクティ

ピストが政治 3を投げ込んでいる。さらに政策

アクティビストは，政治の窓が開くことを契機

に，政治の流れの中の政治し政治 2，政治 4

に注目するようになる。すなわち，政治 1，政

治 2，政治 4が政治の流れの中で生成・浮上し

てくる O これら 4つの政治は，それぞれ開いた

政治の窓し政治の窓 2，政治の窓 3を通って，

政策の流れの中に入り浮遊している。

次に，政策の窓が開いた擦の問題・政策・政

治の結び付きについて説明する。関 2では全 6

期が描かれているが，紙曜の都合もあり，特徴

的な第 1期，第 2期，第 4期に限定して説明を

力日える。

第 1期には，政策の流れと政治の流れが途中

で合流している。この合流に際しては，まず政

治の窓 1が政策の流れに向かつて潤いた。次に

この政治の窓 1が開いたことを契機に，政治 1

が，政治の流れの中で生成・浮上し，開いてい

る政治の窓 1を通って，政策の流れの中に入り

的かっ一般的なモデルである。他方，例えば， r圧
力団体モデルJi立政治の流れの一部を， r増分主義

モデノレJi立政策の流れの一部を，それぞれ分析・解

明しているのみである。第 4!こ，政策の窓モデルは，

それ自体が出発点としている「ゴミ箱モデル」と比

較した場合，次の点で優れている。「ゴミ箱モデル」

では，コミ箱の中のゴミである問題，解，参加者の

資源が結び付くメカニズムが解明されていない。他

方，政策の窓モデルにおいては，政策の窓モデノレの

開閉，流れの合流，政策企業家，波及等の概念が導

入され，さまぎまな参加者によって生み出される問

題，政策，政治の 3つが結び付くメカニズムが解明

されている。なお， rコミ箱モデル」と政策の窓モ

デルの 2つのモデルはいずれも，大きな政策変化の

生起のメカニズムの解明に挑戦している点では共通

している。 ibid.pp.205-208. 
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浮遊している O しかし，この第 l期の重要な政

策案 1は，未だ十分に融和された政策案ではな

かった。このため問題(問題 lと問題 2)，政

策案 1，政治 lの3つは，相互に結び付かず，

lつのパッケージを構成していなし、。したがっ

て，第 l期の問題が，アジェンダ上の高い優先

頗位を獲得する確率は小さし、。

政策の流れをさらに右へ下った第 2期の地点

で，再度，合流がみられる。すなわち，まず問

題の窓 1が政策の流れに向かつて開いた。次に

この問題の窓 1が開いたことを契機に，問題 3

が，問題の流れの中で生成・浮上し，開いてい

る問題の窓 1を通って，政策の流れの中に入り

浮遊している O さらに，問題の流れの岸にいる

政策アクティビストは，問題 4を問題の流れの

中に投げ込み，開いている問題の窓 lを通して，

政策の流れの中に送り込んだ。そして，政策の

流れの岸にいるもう l人の政策アクティどスト

が，政策案 2を政策の流れの中に投げ込み，お

し出している。

この第 2期の問題(アジェンダ(1， 2)，問

題 3，問題4)と政治(政治状況c1))は，

部分的ではあるが結び付いていた。しかし第 2

期の最も重要な政策案 2は，第 2期の開題と政

治に適合するようなものではなかった。したがっ

て，問題，政策，政治の 3つは相互に結び付か

ず 1つのパッケージを構成していなかった。

したがって，第 2期の問題がアジェンダ上の高

い優先順位を獲得する篠率は小さい。

政策の流れを一層右へ下った第4期の地点で，

4度目の合流がみられる。すなわち，まず開題

の窓 2が政策の流れに向かつて開いた。次にこ

の問題の窓 2が開いたことを契機に，問題の流

れの中で生成・浮上した問題 5が，問題の窓 2

を通って，政策の流れに入り浮遊している。さ

らに問題の流れの岸にいる政策アクティビスト

が問題の流れの中に投げ込んだ開題 4'も， こ

の間いている問題の窓 2を通って，政策の流れ

に入り浮遊している O そして，政策の流れの岸

にいる射の政策アクティビストが， この問題 5

と問題どを拾い上げ，アジェンダの上に付け

力gえている。

この第 4期の問題(アジェンダ(1， 2， 3， 4)， 

問題 4"間題 5)，第 4期に投げ込まれた重要

な政策(政策案 4)，政治(政治状況(1， 2， 

3))の3つは，相互に結び付き 1つのパッケー

ジを構成している。したがって，第 4期の問題

がアジェンダ上の高い優先傾位を獲得する確率

は大きい。

第 2期の部分的結び付き，および第 4期の完

全な結び付きは，それぞれ政策の窓が開くこと

によって，自然に生じる訳では決してない。い

ずれの結び付きの場合でも 3つの流れの岸に

立っている政策アクティどストによる能動的な

行動が，必要不可欠である。この政策アクティ

ピストは l名の場合もあるが，概念図のように

3名と，複数の場合が一般的である。

この概念国は，政策形成すなわち知識創造の

プロセスを表している。公共政策の形成・実行

の場合，①政策形成の場に登場したり場から退

場したりする種々の参加者(組織・集団・個人)

にパワーが分散している。②政策形成のプロセ

スは種々の偶然性に支配されている。③したがっ

て，形成された知の塊である政策の正当化は極

めて菌難である。

以上詳細に説明してきた「改訂・政策の窓モ

デルj にもとづく政策形成の分析は，非常に価

鍍あるものとなる。というのは，なぜ特定の公

共政策が形成されるかは，首相の最終的裁定や

母会での法律制定等によって規定されるだけで

はなく，それに先行する「アジェンダの設定」

と「政策案の特定化jのプロセスによってより

大きく規定されるからである。

次節では，この「改訂・政策の窓モデル」に

もとづいてNPO法立法過程の分析を試みる。

m NPO法立法過程の分析

我が留でも，非営利組織の活動を支援するた

めの法的枠組を整備すべきであるという声は，
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80年代の後半から徐々に大きくなっていた。こ

うした中， 95年 l月17日の阪神・淡路大震災の

擦のボランティアや非営利組織の活動が，多く

の人々によって注自された。政府や政党は，非

営利組織に対する法人格付与と優遇税制の諜題

に真剣に取り組み始めた。

しかし，非営利組織についての十分な理解が

人々の舘に存在しなかったために，非営利組織

のための立法は難航を極めた。このため，優遇

税制の部分を棚上げにし，法人格付与制度だけ

を先行させることにより， 98年 3月19B，議員

立法により「特定非営利活動促進法Jが成立し

た。他方，棚上げにされた優遇税制の部分に関

しては，種々の議論を経て， 2001年 3月28日，

政府立法により (NP 0の優遇税艇を含む)

「租税特別措置法等の一部を改正する法律Jが

成立した。 NPO法制定の争点は， 21世紀の我

が留における望ましい公共サービスの提供のあ

り方にあった。その答えは，市民に広く開かれ

た立法過程を通じて，我々の前に示されたので

ある。

分析される NPO法立法過程の詳細について

は，既に別稿で報告している 22)。このNPO法

立法過程は 6期に区分され「改訂・政策の窓

モデルjにもとづき!順次分析された。分析の結

果は，表 2，表 3，表 4，および 3つの表をも

とに作成された図 2のように整理される O なお

以下では，1)政策アクティどスト， 2)政策形

成の場， 3) アジェンダ，問題の流れ，問題の

窓， 4)政策の流れ， 5)政治状況，政治の流れ，

政治の窓， 6)開題・政策・政治のパッケージ

の6項目に区分し，分析結巣を検討する。

1 第 1期の分析(議論の開始から阪神・淡路

大護災の発生前まで 1898.7-1994.12)

第 l期は，各参加者が別々に，我が盟の非営

22)小島虞光 (2002).rNPO法立法過程における参加

者の行動J，r経済学研究J(北海道大学)，第51巻第

4号， pp. 1 -95 

利組織制度の不備と変革の必要性を認識し，変

革のための行動のスタートを一斉に切ろうとし

ていた時期である。

1)政策アクティどスト

第 l期に登場した政策アクティビストは，加

藤紘一自民党政務調査会長(以下，参加者の肩

きはいずれも当時のもの)である O 彼は自民

党宮津内閣の官房長官，細川内閣・羽田内閣・

村山内障の期間の自畏党政務調査会長であった。

彼は「小さな政府J論者であり，早い時期から

NPO法の立法に注目していた。この点に関し

て，彼は次のように述べている。

「私は販神淡路大震災直後の衆議説予算委員

会の質関で，非営利組織 (NP 0)，非政府組

織 (NGO)活動の支援策について質問した。

被災地で活撰するボランティアに触発されたの

が霞接の契機だったことは紛れもない事実だが，

NPOやNGOに注目したのは大震災がきっか

けではなかった。 NPO問題の世界的権威であ

るジョンズ・ホプキンス大学のサラモン教授と

は，それ以前からの知り合いで，彼が臼本に来

れば，ときどき会って話を聞いていた。とくに

「福祉国家モデルJが行き詰まった後の社会を

考える上でのNPOの役割，無償労働の位置づ

けは，私の大きな関心事であったおlJ。

彼は，第 1期の終盤の94年11月， NPO対策

の充実を図るためのプロジェクトチームを検討

するよう，自民党政務調査会の衛藤議一社会部

長に指示した。

2 )政策形成の場

第 1期の主要な場は，①経済企画庁第14次国

民生活審議会と②日本新党のNPO議員立法タ

スクフォースの 2つであった。①の国民生活審

議会は， 93年 1月の総会で i21世紀の臼本型生

活様式と社会構造jを審議事項とした。

23)加藤紘一(1999). rいま政治は何をなすべきか一新

世紀8本の設計図1講談社， pp.119-120. 
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第 6期特定非営利活動
促進法の公布から優遇税
制の成立まで('98.3-2001
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①小t車内閣(自民単独内閣，
社さ政檎邸札@IN拘i内閣
(第l次挽的関関連的，
③N抑的関第2次改造内閣:
ElEl公連立，(4潔l次ま車内閣
(自公儲蛇)，⑤第2砂議内
閣(自公保護JI)，⑥第2次森
内間(出鎚勾鶴自公保遠出

第 5期参議続での修
正と特定非常利活動促
進法の成立まで('97.7
'98.3) 

①第 2次橋本内隠(自
民単独内溜，社さ溜外
協力)，②経済企溺庁，
③大蔵省(財務省)，④
政府税調，③自治省を
含む各省庁，⑥都道府
県

第 4綴与党案策2次
合意から民主党との調
整を経て衆議院通過ま
で('96.10-'97.6)

①第 2次橋本内腿(改
造内閣・自民単独であ
るが，社さ閣外協力)

①橋本内閣(自社さ連
立)

分析結巣の要約 {参加者， 政策アクティビスト， 政策形成の場)

i 第 1期議論の開始か i第 2殿阪神・淡路大 l第 3期与党薬嘉一nた
ら阪神・淡路大渓災 I~霊災後から与党言葉の第 i 合意の破棄から第 2 次
の発生前まで(1898.I 1次合意まで ('95.1- I合慾まで('96.1-'96.9)
71994.12) I '95.12) 

①法務省，②総務省， I①五十嵐広三官房長官，
③経済企磁庁，④'8i'事 l②野坂浩賢官房長官，
内観(最後の自民単独 I(夏坂本導聡経会庁局長，
内問)，⑤級JII内観， I③関係省庁連絡会議
⑥~~83内閣，⑦村山内
関(自社さ連立)

表2

参加者
内潟・省庁
1) 

①新民主党①参議院の自民党・新
進党・平成会・太陽党，
自由党，民友逮(6党)

①辻本清美議員，②会
問誠一議員

①民主党①熊代昭彦議員，②五
島正規議員，③主主本暁
子議員，④山i崎拓議員，
⑤伊藤茂議員，⑥渡海
紀三郎議員

①河村たかし議員，②
加藤紘一自民党政務会
長(第 2期の途中から
第 8期の初めまで幹事
長)

参加者
議員・国会
1) 

。~PO/NGO'こ隠する税・
法制度改革連絡会，②日本
ボランティア学会，eE燦ボ
ランティア，日本NPO学会，
③ふらの演劇j工房(NPO第
1号)ぞ含む続々 誕生ーするN
PO法人，④NPO促進税制
省識者会議，⑤東京・近畿
労働金鼠制臨滋市長会，
再参入した参加者としては
①日綬進②日商

①経団連①羽殴・太陽党，②漆
合，③市民ボランティ
アネットワーク，④渡
合(労働組合)

①NIRA研究グループ
(}II井健)，②市民フォー
ラム21，都南奈川ワーカー
ズコレクティブ，④明治
生命，③(社)日本青年奉
仕協会(JIVA)，⑥市民
セクター支援研究会，⑦
逮合，⑧市民ボランティ
アネ y トワーク，⑨芸術
文f憾轍各会議PAN)，
⑬日柄歪淡制筒

①NPO応援問(神戸)，
②サラモン教授，③笹
川平和財団，③市民活
動の制度に隠する連絡
会，⑤臼弁迷，⑥NG
Oi活動推進センター，
⑦JNC，⑧NPO推進
北海道会議

①公益法人協会，②N
PO研究フォーラム，
③C's，④C's松原明事務
局長，⑤自由人権協会，
⑥東京ランポ，⑦NIR
A研究グループ(木原
勝徳)，⑧日本新党ス
タソフ市村浩一郊，⑨
マスコミ(朝日・毎日・
読売・日経)

参加者
市民間体
1) 

¥
」
〆
取

①加藤NPO議選会長

②松原C's事務局長

政策形成の
場(政策形
成システム)

①NPO議員連盟，②自民
党税制l調査会，③政府税
昔日調査会， ④NPO/NGO 
に関する税・法制度研究
会，⑤衆議院財政金融委
員会，⑥参議院財政金融
委員会

①加藤自民党幹事長

②松原C's事務局長

①参議i涜与党 3党臨会
対策委員会，②重喜議院
内閣委員会と労働・役
会政策委員会の連事懇
談会，③「市民活動の
暗号度に関する連絡会J
を中心とするネットワー
ク

①与党責任者会議(与
党NPO協議)，②与党
政策調務会議，③民主
完全~POプロジェクトチー
ム，④与党と民主のN
PO協議，⑤与党と新
進党のNPO協議，⑧衆
議院内翻委員会，⑦市
民活動の制度に関する
連絡会

①加藤自民党幹事長

②松原C's事務局長

①関係省庁連絡会議，
②与党NPOプロジzク
トチーム(自民党NPO
PT2)，社会党市民公益
活動特別委員会，さき
がけNGO支援検討部捨)，
@溺弛党NP(yマートナー
ズ，(4衆議波法制局PT，
⑤与党政策調整会議，
⑥市民活動の餓度に関
する連絡会

注1)原目IJとして，各販とも，新規に登場した参加者(内閣・省庁，議員・国会，市民間体)を示している‘
浅2)PTはプ口ジェクトチームを指す.

①加藤自民党幹事長

②松原明C's事務局長

①与党NPOプロジェク
トチーム，②与党政策
諭車産会議， ③第136郎
通常沼会，④市民活動
の曹IJ度!こ関する連絡会

①加藤自民党政調会長

②坂本導総緩食fT局長

①加藤紘一自民党政調

会長

①緩食庁第14次国民生
活審議会，②臼本新党
の議員立法タスクフォー
ス，③さきがけNPS研
安治④NPO研究フォー
ラム，⑤NIRA研究グ
ループ，⑥市民団体の
ネットワーク

政策アクティ
ピスト
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第 8期特定非営手lJi活動
促進法の公布から優遇税
制の成立まで('98.3-2001
3) 

第 5期参議践での修
.iIと特定非営手IJ活動促
進法の成立まで('97町小
'98.3) 

第 4綴 与党君主第 2次合
慾から民主党との謁繋を
緩て衆議続通過まで('96.
10-'97.6) 

問題，他の問題，政策案)

第 2綴 絞?申・淡[第 3期与党案第 l次
路大震災後から与[合意の破棄から第 2次
党案の第 1次合意 i合意まで('96.1-'96.9)
まで('95.1-'95.12)

分析結果の要約(アジヱンダ，

I ~自 1 期議論の潟始
から阪神・淡路大祭
災の発生前まで
(1898.7-1994.12) 

表3

アジェンダ(1，2，3，4'，5)

(1)我が国公益法人
事IJ度の改箪
(2)各政党の無党派
層の取込み

法

消
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mm
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ρ
0

々
伎
町
帰

満
州
川

何
人

ω失

アジェンダ(1，2，3，4:5) アジェンダ(1，2，3，4)

(5)介謝呆倹法!こ伴うNPO・
ボランティア労働力の確保
(4')自社さに民主を加えた
連機強化
(4) iま第4販の初期に(4')iこ
代務される

アジzンダ(1，2，3，4)アジェンダ(1， 2) 

(3)活議するNPO・
ボランティア活動
に関ず.Q支援立法
(4)自社さ連立政権
の野合批判をかわ
した存続

アジェンダ

認識・定義さ
れた問題

芸誌

宝お

①地方分権一括法問題，
②NPO法人による介護の
指定供託サービス課税問
題，③情報公開法問題，
④中央省庁改革関連法際
題

①預金保険法改正問題，
②97年度補正予算問題，
③金融機能安定化緊急
措援法問題

①ナホトカ号流出原油除
去に活躍するボランティ
アへの注目，②阪神・淡
路大震災被災者支援法制
定問題，③駐寝室転用地特
別措鐙法改.iI問題，④{健
康保険法改正問題，⑤臓
器移植法制定問題

①公益法人規制問題，
②加藤紘一氏喚問問題，
③98年度予算問題，④
住専問題，⑥薬客エイ
ズ賂題，⑥TBS問題，
⑦介護保険法問題，⑧
民法改正問題，⑨独占
禁ll:.法改.iI問題，⑬閏
会等移転法改正問題，
⑬サッカーくじ法問題，
⑫新民事訴訟法問題

①95年度予算問題，
②信組問題での証
人喚問問題，③戦
後50年決議問題，
④白米地位協定見
渡し問題，⑤祭気
対策的題，⑥宗教
法人法改正問題

①89年に始まり例
年 1flに政治改革
関違法(公選法改正，
政治資金繰正法改
.iI，政党助成法)と
いう形でまとまっ
た政治改箪問題

認識・定義さ
れた他の問題

ヤE

王将

社奇

"" e、。
堂、s

①与党 3党政策調空襲・
法案要旨(案)，②共産・
非営利法人特例法案，
③平成会・太!湯党・市
民公益活動法人法案，
④市民活動促進法案
(衆院通過)の修正案・
特定非営利活動促進法
案(成立)(政策集5)

①連絡会NPO優遇税制提
案，②NPO議連 .NPO優
遇税制提言，③経企庁・見
直し中間報告，④自民13年
度婆翠事項，⑤民主優遇税
指IJ2次案，⑥民主・介護事
業手ド課税提言，(1社貯T.
第2次案，⑧民主優遇秘官U，
⑨公明13年度税制(中間報
告)，⑬民主婆織脅予，⑬自
民2001年度税政改正大綱，
⑫与党・ 2001年度税制改正
大綱，⑬政府税謁・平成13
明度税制政正答申，⑬共産・
大綱，⑬民主・要綱骨子，
⑬民主・共産主・社民・自自
の対案，Qi有識者会議・提
言，⑬政府案・ (NPOの優
遇税制署長会む)租税特別措
置法案(成立)(政策案6)

①連立3党合意(NPO法の
次期通常国会成立)，②自民
完案(熊代案 :NPO協 総
③辻本試案(NPO協議む，④
第 1次民主党の考え方(NP
O協議)，⑤JC地球市民局
動推進法(試案)，⑥犠想日
本・公活動促進法案，⑦市
民活動に関する問;窓事頁(与
完政策調務鋸裁⑧演産党・
非営利団体法案，@第 2次
民主党の考え方的PO協議お，
⑮与党と民主党問での優遇
税制検討の法築付員IJへの記
入と付帯決議に関する合:窓，
@与党修正案・市民活動促
進法案(衆院通掛(政策案4)

①NIRA報告書(JII井
他)， ②与党NPOll寵認
事項(与党PT)，③市民
活動法人法案(神奈川
ワーカーズコレクティ
ブ)，④熊代試案修正
案(PT)，⑤新進党・
税苦言i改革法案，⑥NIR
A報告書(木原他.民
法改.iI2案)，⑦自民
党市民活動促進法案，
⑧さきがけ主主本試案修
正案(PT)，⑨共産党
非営手IJ法人法要綱，⑩
公益法人運営等に関す
る提言(与党行政改葱P
T)，⑬与党案・市民活
動促進法案に隠する合
意事項(政策案 3)

①新進党・ボラン
ティア主基本法案，
②市民活動推進法
(試案)(C's)，③さ
きがけの市民活動
法人法案，④与党
ブρ ロジェクトチー
ムにおける熊代試
案，⑤五島調整案，
⑥NPO制度改革緊急
提言(NPO砂間フォー
ラム)，⑦民法改正
案(考える会)，⑧ 
市民汚動団体に関
する法制度提言(日
弁連)，⑨新進党・
法人格付与法案，
⑬関係省庁連絡会
議・幻の中綿報告
(政策案2)

①幻の民法改正案
(法務庁)， ②公主主
法人制度のき裏備勧
告(総務庁)，③公
主主法人基本要綱案
(公主主法人協会)， 
③NIRA報告書(氷
原他)，⑤公益寄付
金税制改善提言(自
邸人権協会)，⑥経
済企霞!T第14次留
民生活審議会報告
書「個人の自治と
社会参加J)(政策案
1) 

生成・特定化
された政策案
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第 6期特定非営利活
動促進法の公布から優
遇税制の成立まで
('98.3-2001.3) 

第5期参議践での修
正と特定非営利活動促
進法の成立まで
('97.7-'98.3) 

問題・政策・政治のパッケージ)

第 3期与党案策 1次[第 4期与党案第 2次
合意の破棄から第 2次 i合意から民主党との調
合意まで('96.1-'96.9) I務を経て衆議続通過ま

で('96.10-'97.6)

分析結果の婆約(政治状況，政治，他の政治，政策の窓，

第 1期議論の開始か|第 2期仮神・淡路大
ら阪神・淡路大震災の i震災後から与党案の芸若
手量生前まで I 1次合意まで
(1898.7-1994.12) I ('95.1-'95.12) 

表4

将
司
・
湾
総
δ
州
市
中
，
」
で
訂
作
が
Z
M
U
O
，
際
同
時
脳
部
品
)
め
苛

政治状況(1， 2， 3， 4) 

認識・定義さ
れた政治1)

(1)は第 5期の初期に
消失

政治状況(1， 2， 3) 

(4)新給成された自由
党・民事喜連

政治状況(1，2， 3) 政治状況(1)

(2)章者絵成された畏主党
(3)市民自体の活発なロ
ビー活動(以後，第 8甥
まで継続)

政治状況(1)

(1)漆携した自社さ

政治状況1)

①新民主党の結成
②自民単独内関，臼臼・
自El公・自公保連立内
鴎の発足

①初の小選挙区衆院選
(自民過半数割れの第
1党，新進伸び悩み，
民主52議席，ネ土さ激減)

①村山内閣の退輝①地方分権推進法成立
②戦後50年の盟会決議

①政治改革関違法案の
審議を契機とする政界
再編

認識・定義さ
れた他の政治
2 ) 

NPO法にもとづく多数
かつ多様なNPO法人の
誕生
(問題の窓 3)

自社さによる介護保検
法案の国会提出に関す
る合意
(問題の窓 2)

阪神・淡路大農災で活
緩ずるNPO・ボランティ
ア活動への注eI
(問題の窓1)

開いた政策の
窓、(問題の窓)

新進党溺嬢と自EEI党・
民友遂の新総成
(政治の窓 3)

民主党の新結成
(政治の窓 2)

自社さ連立政権の発足
(政治の窓1)開いた政策の

窓(政治の窓)

3つが結び付き. 1つ
のパッケージを様成し
ている

3つが結び付きつ
のパッケージを構成し
ている

3つが結び付き， 1つ
のパッケージを構成し
ている

問題と政治は穏互に部
分的に結び付いてはい
るが，政策とは全く結
び付いておらず， 3つ
が 1つのパッケージを
構成していない

問題と政治i立棺互に結
び付いてはいるが，政
策とは結び付いておら
ず. 3つが 1つのパッ
ケージを構成していな
L 、

3つが格2互に全く結び
付いていない政策の窓が開

いた際の際髄・
政策・政治の
結び付き(政
策の決定すな
わち正当化)

¥}〆孤

注 1)NPO法の立法に匝支援影響を及ぼす政治状況と政治を指す
注 2)NPO法の立法に間接的に影響を及ぼす政治を指す.
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そこで，開審議会の下に総合政策部会を設置

した。総合政策部会は，例年11月，報告書阿国

人の自治と社会参加』を提出した。②の臼本新

党の議員立法タスクフォースは， 94年 7月， 8 

名の議員が結成し 5閣の勉強会を持ち，日本

新党としての法案の骨格を作成した。

3 )アジェンダ，問題の流れ，問題の窓

第 l期に認識された問題は，問題 1(我が国

公益法人制度の改革)と問題 2(各政党の無党

派層の取込み)の 2つである。

問題 1 (我が国公益法人制度の改革)は，ま

ず市民団体によって認、識された。 70年代の後半

から80年代，さらに90年代になると，我が国で

も非営利組織の重要性が高まってきた。しかし，

ほとんどの非営科組織は，法人格を取得できず，

優遇税制jも受けられず，大きな困難に蜜面して

いた。こうした状況の中で，多くの市民団体は，

我が畠でも NPO法を制定しようと活動を開始

した。政府も，留の財政状況が逼迫し，従来通

りの福祉サーどスの提供が函難となり，行政改

革の必要性を痛感していた。この政府の、住自は，

さまざまな統計資料すなわちインディケータの

監視と解釈にもとづくものである。ほとんどの

省庁は，この第 l期にNPO法の研究を開始し

ていた。

問題 2(各政党の無党派層の取込み)は，各

政党によって注目されていた。 83年 8月の第13

回参議院選挙(初の比例代表制)では，無党派

層の票が選挙結果に大きな影響を及ぼした。ま

た94年 1月に成立した政治改革関連法により，

小選挙区比例代表並立制が採用されることになっ

た。各政党は，小選挙監の導入による相対多数

を獲得するために，無党派!習の市民の多くが所

属する市民団体を新しい支持基盤に組込む必要

性を感じていた問。

以上説明してきた問題 1と問題 2は，第 l期

の思い時期に問題の流れの中に投げ込まれたか，

もしくは(図 2では描かれてはいない)問題の

窓が開いたことを契機に，問題の流れの中で生

成・浮上し，開いていた問題の窓を通して，政

策の流れの中に入ったものと理解される。

4 )政策の流れ

第 l期の最も重要な政策案は，上記の経済企

画庁第14次回民生活審議会が作成した報告書

『値人の自治と社会参加Jであった。報告書は，

米国のNPO制度に言及し，我が国の非営利組

織への法人格付与と税制優遇措置を提案してい

る。その結論として，自立した掴人を結び付け

る粋となる社会構造として， NPOと地域社会

の役割を期待している。

5 )政治状況，政治の流れ，政治の窓

第 l期の終盤の例年 6月，政治の窓 1(自社

さ連立政権の発定)が開いた。自民党と社会党

という我が国の55年体制を対立しながら維持し

てきた 2つの政党が連立政権を発足させること

は，多くの留民にとって全く想定外の政治的出

来事であった。この政治の窓 1が開いたことを

契機に，政治 1(連携した自社さ)が政治の流

れの中で生成・浮上し，開いている政治の窓 1

を通って，政策の流れの中に入って浮遊してい

fこ。

6 )問題・政策・政治のパッケージ

政治の窓 1は開いたが，上記のように第 1期

24)辻本清美氏は，大主主客船を借りて世界の紛争地域を

巡る「ピースボートJの活動を始めた。「過去の戦

争を見つめ，未来の平和をつくろうJがうたい文句。

第 l号が出発したのはお年。以後，若者を海外に誘

い，社会問題lこ自を関かせる役割を担ってきた。こ

うした活動に注目したのが社民党の土井たか子党震

だ。労組依存から抜け出し. r市民との紳Jを重ん

じる党に生まれ変わる。そんな狙いを込めて「市民

派」の代表選手として総選挙への立候補を婆議。辻

本氏も承諾したo 96年10月，近畿ブロックの比例j候

補として当選。市民間体の活動を後押しする特定非

営利活動促進法 (NPO法)の成立に尽力した。法

案に難色を示した自民党幹部と痘談判するため，約

束なしで自宅に押しかけるなど，型破りの行動力が

評判になった (r戦日新関J(2002/ 3 /25夕刊))。
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の最も重要な政策案 1(経企庁第14次留民生活

審議会報告書)は，まだ法律案骨子(コンセプ

ト)の形をとっておらず，十分に融和された政

策案ではなかった。このため問題(問題 1(我

が国公益法人制震の改革)と問題 2(各政党の

無党派属の寂込み))，政策(政策案 1(第14次

国民生活審議会報告書))，政治(政治 1(連携

した自社さ))の 3つは，相互に結び付かず，

1つのパッケージを構成していなかった。

2 第 2賠の分析(阪神・淡路大震災後から

党案の第 1次合意まで '95.1-'95.12)

第 2期は，震災を機に，ほとんど全ての参加

者が一気に登場しスタートした時期である。当

初，これら乱立した各参加者の間の調整は必ず

しもうまく進展しなかったが，次第にうまく調

整されるようになった。

1)政策アクティピスト

第 2期の政策アクティどストは，第 1期に登

場した加藤紘一自員党政調会長，および第 2期

の最初に登場し後半に表面上は退場した坂本導

聡経済企踊庁国民生活局長の 2人である O

加藤氏は，自社さ逮立政権に対する野合批判

を回避する必要性に追られていた。第 l期終擦

に発足した村山連立内閣に対する野合批判は，

内閣発足当初から一部にあったが，第 2期のこ

の頃になると顕在化してきた。政権を中枢から

支えている加藤氏は，連立政権に対する野合批

判を回避し政権を維持することに腐心していた。

そこで加藤氏は，連立与党 3党の政策的一致を

アピールする方法の lっとして， NPO法の立

法を考えた。すなわち，与党 3党をくっつける

接着剤としてNPO法の立法を捉えた。 NPO

法の立法は，社会党もさきがけも関心を持って

おり， r小さな政府Jを呂指す加藤氏の主張に

も適っていたへ

もう l人の政策アクティどストである坂本導

総経済企画庁国民生活局長は， r国民生活向上

のためには，土俵が出来ていないままで，いき

なり規制緩和することはバランスを欠くことに

なる。土俵をつくる必要があるJという認識を

持っていた。そこで彼は，経済企画庁国民生活

局長として，国民生活の特定の課題に応える鰭

別立法ではなく，閤畏生活全体に関わる一般法

の立法を目指した。具体的には， rもの」に関

しては「製造物萱任法J(P L法，例年 6fl22 

日成立)， rサービスJに関しては「浩費者契約

法J(2000年 4月27臼成立)の立法に努力した。

この「ものJと「サービスJに関する 2つの立

法は，国民生活を向上させるための車の両輪で

あった。

PL法を成立させた彼が国民生活崩長として

25)加藤氏は，例年 7月lこ自民党の政調会長に就任した

際， r村山政権について「本格約なポスト冷戦政権

が生まれたj と諮っているJ(r朝臼新関J(2002/ 

3/24朝刊J))o r政調会長時代の私は，何よりも連

立三党の合意形成に力を注いだ。国会の首班指名で

村山富市社会党委員長に投薬して連立政権を組んだ

以上，ぎ椴の意向をできるだけ生かそうとするのが

与党幹部の役目だと信じていたからだ。政府の方針

決定に当たっては，自民党の主張をi還す努力はする

が，向日寺に第一党の自民党ができるだけ自制するこ

とが，連立をうまく遂営する必婆条件だとも考えて

いた。幹事長になってからは，総裁を助け，党の結

束を維持することが使命と思い，自己主張はできる

だけ控えてきたム加藤，前掲芸書， p.54. rr幸子い人
のカラオケノマーティーで，主事歎を歌うようなものだム

自民党の政調会長，幹事長として，当5寺の社会党と

さきがけとの連立政権の中枢にいたころ。党内から

連立への批判が出るたび，加藤紘一氏はこんな言葉

を口にしたo Mr.Childrenやスピ yツなど，若者に

人気の歌を熱心に覚える人らしい例えであったが，

野党転溶を経て政権に復帰した「謙虚な自民党jの

アピールであった。加藤氏がこの時代に祭たした役

割は，戦後50王手の陵会決議，被爆者援護法の制定な

ど， 55年体制のはざまで残された課題を 1つ1つ片

つ、けることだった。社会党との「議繋役Jとして自

らを位霞づけたのは，その先を~すえていたからで

ある。「ハトとタカJ約な対立軸ではなく， r大きな

政府か小さな政府かJを軸とした政界再編だった。

幹事長だった98年の通常国会。「第 3の自由・民主

化改革Jとして， r市場原援の活用J，r消費者の公

正な選択のための規制Jを訴えた代表質跨は，事実

上の政権構想であった(栗原健太虫s) (r戟臼新鶴』

(2002/3/24朝刊))。
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次lこNPO法立法を構想した盟由は，次の 2

であった。(1)定年退職後の国民の生活の在

り方として，ボランティア活動が考慮されるべ

きである。(2 )現実の掴民経済の中で非営利

法人の占める割合が大きい。この非営利法人を

器民経済の中に適切に組込むべきである。彼は，

由民生活全般に関わる非営利組織の成長を可能

にするために， NPOに簡便に法人格を付与し，

その付与を 2・3年ごとに見直すローリング方

式および優遇税制措置を構想していた。

坂本氏は，阪神・淡路大震災直後に速やかに

行動を開始した。彼は，五十嵐広三官房長官と

協議し，ボランティア問題に関する関係省庁連

絡会議という政策形成の場を設定した。そして

自らの輔広い人脈によって18省庁間の意見の棺

違の解消に努力した制。この意見の相違の解消

すなわち地均しがあったために， NPO法が成

立したのである。もし彼の努力がなかったなら

ば，与党 3党案さえも成立しなかったといわれ

る。

95年11月 88，関係省庁連絡会議の中間報告

は「幻の中間報告」となった。幻の中間報告の

発表を契機に，第 3期から第 6期までの坂本氏

の活動は，水面Tでなされることになった。し

かし，幻の中間報告の内容は，後に与党NPO

26)坂本氏は，大蔵省入管のキャリア官僚であり，経済

全盛庁に全部で 5年半在籍した。その問，物偲局長，

国民生活局長，総合計盟主局長を歴任した。このうち

国民生活局長を 2年半務めた。彼は，次のような幅

広い人脈をもっており，第 2鶏から第 6裁にかけて

それら人脈を活用し， NPO法の立法に努力した。

政治家では，竹下登元首相(当時，以下同様)，橋

本龍太郎首相，武村正義大蔵大臣，加藤紘一自民党

幹事長，山崎拓自民党政務調査会長，村山富市首相，

五十嵐広三官房長官，野坂浩賢宮房長官，愛知和男

自民党非営利組織 (NP 0)に隠する特別委員会委

員長，与謝野馨政調会長代皇室等が上げられる。キャ

リア官僚では，尾原栄夫財務省主税局長，吉岡伸彦

経企庁国民生活局余畷・生活文化室長，江崎経企庁

国民生活局審議官，中村経企庁国民生活局審議官，

首枢官邸のさ111貞二郎内閣官房副長官，藤井内隠官

房内政審議室長等が上げられる(坂本導聡氏への務

取謁査 (2∞2/6/3))。

プロジェクトチームに提出された(熊代試案に

対する)自民党修正案，与党 3党案さらには優

遇税制法案に取り込まれていった。

2 )政策形成の場

第 2期の主要な場は，①関係省庁連絡会議，

②与党NPOプロジェクトチーム，③市民活動

の制度に関する連絡会(以下「連絡会Jと略記)

の3つであった。①の関係省庁連絡会議は，臨

神・淡路大震災後の95年 2月，政府が設けたも

のである。構成は18省庁からなり，事務局は経

済企画庁，盛長は坂本導聡国民生活局長である。

11月8日，関係省庁連絡会議は，幻の中間報告

を野坂浩賢官界長官に提出した。②の与党NPO

プロジェクトチームは，震災前年の11月に設置

が決まっており，自社さの連立与党 3党の議員

で構成された。このプロジェクトチームは， 98 

年 3月，最終的に成立した「特定非営利活動促

進法」につながる最初の場であった。③の連絡

会は，①の関係省庁連絡会議の発足に対処する

ために，市民団体が設置した場であるo 4丹15

日， NPO研究フォーラム， C's， N G 0活動

推進センター， NPO推進フォーラム等の市長

団体は，全国的な連絡組織であるこの連絡会を

結成した。連絡会を結成する際のスローガンの

第 1は「ストップ!18省庁連絡会議Jであった。

3 )アジェンダ，問題の流れ，問題の窓

第2期のスタート時点のアジェンダは，アジェ

ンダ(1， 2)と表記される O 括弧の中の 1と2

は，第 1期に認識・定義され第 2期の初めにも

未だ解決されていない問題 1 (我が国公益法人

制度の改革)と開題 2(各政党の無党派層の取

込み)の問題番号をそれぞれ指している(第 3

期以降も開様)。第 2期において解決すべき問

題として新たに認識されたのは，問題 3(活寵

する NPO・ボランティア活動に関する支援立

法)と開題 4(自社さ連立政権の野合批判をか

わした存続)の 2つである。以下，問題 3と問

題 4について簡単に説明を加える O
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第 2期の初めの95年 1月17臼，阪神・淡路大

震災が発生した。この大震災に際しては，多く

のNPO・ボランティアが，被災者を支援する

ために活動した。政策アクティどストである加

藤誌を含む多くの国民は，活曜する NPO・ボ

ランティア活動に注目した。すなわち，問題の

窓 1 (阪神・淡路大震災で活躍する NPO・ボ

ランティア活動への注自)が開いたのである。

この問題の窓 lが開いたのを契機に，問題 3

(活躍する NPO・ボランティア活動に関する

支援立法)が問題の流れの中で生成・浮上し，

開いている問題の窓 lを通って，政策の流れの

中に入り浮遊していた。さらに，問題の流れの

岸にいる政策アクティビストの加藤氏は，問題

4 (自社さ連立政権の野合批判をかわした存続)

を問題の流れの中に投げ込み，開いている問題

の窓 1を通して，政策の流れの中に送り込んだ。

4 )政策の流れ

第2期の最も重要な政策案2は，上記の関係

省庁連絡会議が作成した幻の中関報告であった。

政策アクティビストの 1人である坂本氏は，こ

の政策案 2を政策の流れの岸に立って政策の流

れの中に投げ込んだ。中詩報告の内容は次の 4

点に要約される。①現在の員法の公主主法人制度

を変更せず，新しい特別法をつくる。②対象団

体は「市民活動団体Jとし，その範囲を「ボラ

ンティア活動を主に行う社団であり，営利を目

的とせず，かっ公益の増進に資するもの」に限

定する。⑤法人格付与は，都道府県知事の認可

により，その事務は団体委任事務とする。④税

制の優遇措置は法人格付与と切り離す。⑤擾遇

税制を受ける NPOの認定機関については未定

である。経済企画庁は，中間報告の内容をもと

に政府提案の立法作業を進め，次の年の第132

由通常国会に提出する意向であった。

5 )政治状況，政治の流れ，政治の窓

第 2期の政治状況は，政治状況(1)と表記

される。括弧の中の 1は，第 1期に認識され第

2期の初めにも引き続き重要であると認識・定

義されていた政治 1 (連携した自社さ)の政治

番号を指している。この第 2期に新たに認識・

定義されるような大きな政治は特に生成しなかっ

fこ。

6 )問題・政策・政治のパッケージ

第 2期に認識されていた問題(アジェンダ

(1， 2)，問題 3および問題 4)と政治(政治状

況c1))は，部分的ではあるが結び付いてい

た。しかし第 2期に提出された最も重要な政策

案 2(関係省庁連絡会議・幻の中間報告)は，

第 2期の問題と政治に適合するようなものでは

なかった。したがって，問題，政策，政治の 3

つは相互に結び付かず 1つのパッケージを構

成しなかった。

3 第 3期の分析(与党案第 l次合意の破棄か

ら第 2次合意まで '96.1-'96.9) 

第 3期は，村山内閣の退陣と員主党の新結成

にともなう与党 3党間のパワーバランスが変化

する中で，参加者とくに与党 3党(自社さ)の

間で一定の合意がなされた時期である。

1)政策アクティビスト

この第 3期の前半，与党 3党を束ねていた加

藤氏が「共和からのヤミ献金J問題で逃げ自り，

政治の表舞台に出られなくなり，統率力を欠く

状況が続いた。このため自民党内での内部調整

が国難になると同時に，自社さ間の調整も不可

能になってしまった。しかし 6JH臼，加藤氏

は，衆議院の委員会で参考人として喚問され，

疑惑を苔定した。これを契機に，加藤氏はNP

O法立法化の政策アクティビストの 1人に復帰

した。

第 3期に入ると， NPO法立法過程における

3人自の政策アクティピストである松原明C's事

務昂長が活発に活動するようになった。彼が

NPO法の検討を始めた契機は，自らが属して

いた東チモール人の人権擁護NGOが，財源不
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足から，専門性を持った人材の採用やネットワー

クの拡充が閤難であったことにある。第 3期に

なると，多くの市民団体がNPO法の議論に参

加するようになり，主張も次第に分かれるよう

になった。松原氏は，これら多様な市民間体が

展開するロビー活動を中心となって取りまとめ

ていった。市民団体のうち C'sのみが「運動j

のノウハウを持っていたからである。

まず彼は，議員・闇会での議論の内容を市民

や市民団体に知らせることに努力した。すなわ

ち， NPO法立法に関するすべての知識を市毘

や市員団体が共有できるようにした。この知識

の共有に際しては C'sが開設したメイリング

リスト npowebが活用された。次に彼は， こ

の共有された知識をもとに， NPO法立法化の

ための各穣フォーラムやシンポジウムの全国で

の開催や国会へのロビー活動を精力的に試みた。

2 )政策形成の場

第 3期の主要な場は，①与党NPOプロジェ

クトチーム，②与党政策調整会議，③連絡会の

3つであった。

①の与党NPOプロジェクトチームは， 96年

5月頃になると，機能しなくなった。そこで，

プロジェクトチームの上位機関である②の与党

政策調整会議が，プロジェクトチームの議論を

引き取り，対立する自民党と社さ開の意見を調

整することになった。 96年 9月，この与党政策

調整会議において第 2次与党合意案が成立した。

与党政策調整会議の責任座長は，自民党が山崎

祐，社民党が伊藤茂，さきがけが渡海紀三部の

3議員であった。

3 )アジェンダ，問題の流れ，問題の窓

第 3期の初めのアジェンダは，第 l期に認識

された問題 Iと問題 2，および第 2期に認識さ

れた問題3と問題4を加えたものであり，アジェ

ンダ 0，2， 3， 4) と表記される。第 3期にN

PO法の立法に誼接関連して新たに認識・定義

された開題はなかった。

4)政策の流れ

第 3期の最も重要な政策案は，与党NPOプ

ロジェクトチームで生成した政策案 3(与党案・

市民活動促進法案1.こ関する合意事項)であった。

この政策案 3の内容は以下の通りである O ① 

「公益の増進j の文言を邑的の項に入れ，定義

の項から外す。②市民活動を「ボランティアを

はじめとする不特定かっ多数のものの利益の増

進に寄与することを目的とするもの」と定義す

る。③市民活動法人の政治活動を「政治上の主

義の推進を主たる目的としないjことに修正す

る。④所轄庁は都道府県知事とし，都道府県の

事務は団体委任事務とする O ⑤税制優遇措置は

別の法律で定める。

政策アクティピストの加藤氏は，この政策案

3を政策の流れの中に投げ込み，浮遊させた。

5 )政治状況，政治の流れ，政治の窓

第 3期の終盤に政治の窓 2(民主党の新結成)

が開いた。 C'sの事務局長の松原氏によれば，

もしも民主党が新結成されていなかったならば，

96年 2月18日の「与党案・市民活動促進法案に

関する合意事項Jは存在しなかった。政治の窓

2が開いたことを契機に，政治 2(新結成され

た民主党)が，政治の流れの中で生成・浮上し，

開いた政治の窓 2を通って，政策の流れの中に

入って浮遊していた。また第 3期に入ると，上

記のように市民団体の活発なロビー活動が展開

されるようになった。すなわち，政策アクティ

ピストの 1人である松原氏が，政治 3 (市民団

体の活発なロビー活動)を政治の流れの中に投

げ込み，開いている政治の窓 2を通して，政策

の流れの中lこ送り込んだ。なお政治3は以後，

第 6期まで継続した。

6 )問題・政策・政治のパッケージ

第 3期の開題(アジェンダ 0，2， 3， 4)) と

政治(政治1.政治 2，政治 3)は，相互に部

分的に結び付いていた。しかし，この第 3期の

最も重要な政策案である政策案 3(与党案・市
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民活動促進法案に関する合意事項)は，必ずし

も与党3党が全面的に合意できる内容ではなかっ

た。したがって政策案 3は，問題(アジェンダ

(1， 2， 3， 4)) と政治(政治し政治 2，政治

3 )を満足させることができず，問題，政策，

政治の 3つは lつのパッケージを構成しなかっ

た。

4 第4期の分析(与党案第 2次合意から民主

党との調整を経て衆議院通過まで '96.10-'97.

6) 

第 4期は，各参加者間の極めて複雑な駆引き

が展開される中で，市民活動促進法案が衆議院

を通過した時期である。

1)政策アクティビスト

第 4期において，政策アクティピストとして

の松原C's事務局長は，次の 2つの点で擾れた

りーダーシップを発揮した。第 1，こ，松原民の

C'sを含む市良部{本は，与党案の問題点を指摘

すると同時に，各政党のNPO担当議員を招い

たシンポジウムを開催し，市民団体の主張を明

確に伝える場を設定した。第2に，松原氏のC's，

市民活動連絡会，種々の福祉団体は， NPO法

案に税制優遇措置を含めないことを早い時期か

ら一貫して主張した。 NGOや芸匝協などの他

の間体が，税制優遇措置を含んだNPO法を強

く主張している中で，法人格付与に焦点を合わ

せた極めて現実的な対応であったといえる。な

お上述のように，松原氏は， NPO法の立法は

「民法改正Jか「特別法の制定Jかに関する議

論でも，政治を考慮した場合に実現可能性の高

い「特別法の制定」を第 2期の初期から主張し

ていた。こうした松原氏を含む市民自体の行動

や主張は，与党と民主党のNPO協議による

「市民活動促進法案」の共同修正(9項吾)と

して結実した。

第 4期において，もう 1人の政策アクティど

ストである加藤紘一自民党幹事長は，第 4期の

初めの10月31日，連立与党である自社さの 3党

合意の中に iNPO法案と介護保険法案を次期

通常闘会に提出し成立を留る」ことを盛り込ん

だ。彼は介護保険法案を評価するとともに，そ

の成立に努力することになる。彼は，この介護

保験法について次のように述べている o i介護

保険法は完撃で，パラ急のものであるとは思わ

なL、。しかし現状では考えられるベストの方法

だと思う。社会的な介護システムを 1日も早く

と待ち望んでる人が多いことを考えれば，ただ

問題点を挙げ，非難するばかりで結論を先延ば

ししている時間の余絡はな~。

介護保険法は，藍療財政の逼迫から，従来医

療サービスの枠組の中で提供されていた介護サー

ビスの部分を切り離すことを目指したものであ

る。その擦，壁療サービスから切り離された介

護サービスの提供を，従来のように医療法人・

社会福祉法人だけでなく，法定要件を満たす営

利企業・ NPO法人にも任すことが想定されて

いた。介護サーどスの多元的組織による提供は，

この時期の留の規制緩和の流れに適合したもの

である。したがって，規制緩和が介護の問題に

「波及JL，自社さによる介護保換法案の盟会

提出に関する合意につながったといえる。

2 )政策形成の場

第 4期の主要な場は，①与党責任者会議

(非公式の組織であり， i与党NPO協議Jとも

呼ばれた)，②市民活動の制度に関する連絡会，

③衆議院内閣委員会の 3つであった。

与党間のNPO法に関する協議は，上記のよ

うに11月中旬になると，プロジェクトチーム方

式では全く機能しなくなっていた。このため，

自民党の熊代昭彦議員，社員党の辻本清美議員，

さきがけの渡海紀三郎顧問の 3名で構成される

①の与党責任者会議が設けられた。この与党責

任者会議は， NPO法案の細部を検討し，国会

に提出する与党案の調整・作成の場であった。

与党責任者会議は， 11月288，第 1自が開催さ

27) 加藤，前掲警， p.157. 
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れ， 12月中旬までに全部で 5自と精力的に聞か

れた。この与党責任者会議は， 97年 5月までに

全部で11回開催された。

③の衆議院内閣委員会は， 97年 5月28臼から

与党 3党の修正案である「市民活動促進法案」

を審議し， 6月 5E3，可決した場である。この

内閣委員会の可決を受けた衆議院本会議は，翌

6 E3， 1市民活動促進法案Jを審議し，賛成多

数で可決し参議院に送付した。

3 )アジェンダ，問題の流れ，問題の窓

第 4期の初めの96年10月，問題の窓 2(自社

さによる介護保険法案の盟会提出に関する合意)

が開いた。問題の窓 2が開いたのを契機に，問

題 5(介護保験法に伴う NPO・ボランティア

労働力の確保)が，問題の流れの中で生成・浮

上し，開いた閤題の窓 2を通って，政策の流れ

の中に入って浮遊していた。さらに問題の流れ

の岸にいる政策アクティピストが問題の流れの

中に投げ込んだ開題 4I (自社さに民主党を含

めた連携強化)も， この開いている問題の窓 2

を通って，政策の流れに入り浮遊していた。そ

して，政策の流れの岸にいる政策アクティピス

トが，この問題 5と問題どを拾い上げ，アジエ

ンダの上lこ積み上げた。

陪題 4I について簡単に説明する。 96年 9月27

日，第137自臨時国会召集と同時に衆議院が解

散し，総選挙に突入した。この同じ臼，民主党

が新結成された。 10月初日，初の小選挙区比例

代表並立制による第41由衆議院選挙が行われた。

この選挙の結果，自民党は第 1党になった。し

かし過半数を下自り，社員党とさきがけの臨外

協力を得て，辛うじて過半数を維持することが

できた。民主党は52議席を獲得し，野党第 1党

になった。加藤氏を含む自民党の執行部は，社

民党とさきがけとの協力関係を維持するととも

に，民主党の協力も得たい意向を持った。以上

のような民主党の新結成と衆議院選挙による勝

利が，第 4期の初めに生じた。したがってこの

時点、で，問題 4Iが問題 4(自社さ連立政権の

野合批判をかわした存続)に取って替わった。

4 )政策の流れ

第 4期の最も重要な政策案は，与党責使者会

議(与党NPO協議)の場で生成した政策案4

(与党修正案・市民活動促進法案)であった。

5月22日，与党と民主党の第 6田与党責任者会

議(与党NPO協議)で，市民活動促進法案の

共同修正の確認書が調印された。自社さに民主

党を加えたこの 4党合意では， f主主党が要求し

ていた準則主義および税制擾遇措置は， 12年

以内に結論を出す」という付帯決議に止まった。

政策案4は，確認警の内容にそったものであり，

9項目の修正を含んでいた。百頃日は，①社員

の無報酬性の要件・社員名簿の提出および閲覧

規定の首IJ除，②外関人の証明手段の変更，③認

証時の所管大臣への意見を求める規定の削除，

④認証・不認証の決定期間の変更，③同決定時

の書面による通知規定の追加，⑥複式簿記に隈

定しない会計i援簿の作成，⑦立入検査特の著書簡

を「要求があれば公布jに変更，⑧「チクリ条

項Jの削除，⑨活動分野に関する「地球環境J

の保全の「地球Jの削除と，アドボカシー活動

の追加であった。

5 )政治状況，政治の流れ，政治の窓

4期の初めに認識されていた政治状況(1，

2， 3)に追加されるような大きな政治は，第 4

期には生成しなかった。

6 )問題・政策・政治のパッケージ

第 4期における問題(アジェンダ(1， 2， 3， 

4)，問題 4" 問題 5)，政策(政策案4)，政

治(政治状況(1， 2， 3))の3つは，棺互に結

び付き 1つのパッケージを構成した。市民活

動促進法案は，第 4期の「政策の原始スープJ

の中から生成・浮上した最も重要な政策案であっ

た。第 2期以来つねに自らの法案を国会に提出

してきた新進党は，第140田通常国会で与党修

正案「市民活動促進法案」の成立を阻止する作
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戦をとった。しかし最終的に， 97年 8月6日，

市民活動{足進法案は，衆議院内閣委員会を通過

し，さらに衆議院本会議で賛成多数で可決され，

参議設に送付された。

5第5期の分析(参議院での修正と特定非営

利活動促進法の成立まで '97.7-'98.3)

第 5期は，最終局面での新進党の皮対という

先行き不透明な時期は存在したが，市民活a動促

進法案の衆議院通過という現実を受けて，各参

加者がゴールに向けてひた走った時期である。

1)政策アクティピスト

第 5期，加藤氏は，参議院与党の修正協議に

おける腰着状態を打関するため精力的に行動した。

加藤氏は， 97年12月 1日，村悶兼造内閣官房長

と会談し，介護保険法案，韻金保険法改正案

と並んで， NPO法案の臨時国会での成立に全

力を尽くすことを確認した。加藤氏はまた，社

民党とさきがけ両党のNPO法案担当者への担

問しと，参議院自民党への説得に努めた。こう

した自民党執行部の積極的な働きかけを受けて，

参議院自民党の皮対派も柔軟な姿勢に転じたへ

C'sの松原明事務局長は，下記のようなネッ

トワーキング活動のなかで中心的役割を楽たし

た。 C'sや日本NPOセンターで構成される市

民活動制度連絡会は 7月から10月にかけて，

地元の自体と協力して「地元から議員に働きか

けj というテーマにもとづいて，市民活動促進

法の成立を求める集会を全国で開催した。

市民団体は，秋の鵠時国会を市民活動促進法

成立の正念場と捉えていた。この時期，市民活

動促進法案が衆議院を通過したことや C'sが

28)この最終局面で，経団連は，特定非営利活動促進法

案成立に向けたロビー活動に参入した。経間違は，

法案に反対している参議院自民党の幹部議員に「特

定非営利活動促進法の正当性」の理解を求めた。こ

の経団連の行動は，経済企画庁が経団連に働き掛け

た結楽として笑現したものであるといわれる(坂本

導聡氏への聴取調斎 (2002/6/3))。

与党案成立に向けて運動を開始したことにより，

従来，調整が関難であった市民団体問の協力が

本格化した。 12月 5E3の集会では， NPO法案

の審議をボイコットする平成金(参議院の新進

党と公明党による会派)に対し多くの批判が集

中した。

NPO法案が農っぷちに立っているという認

識は，これまでロビー活動を中心的に担ってき

た市民団体の間の棺互連携を一層強めることに

なった。その結果，民友達の議員，共産党の担

当議員，公明党本部は，積極的かどうかは別と

して，早期成立の方向へ方針を転換していった。

2 )政策形成の場

第 5期の主要な場は，①参議院内閣委員会と

労働・社会政策委員会の各理事懇談会，②連絡

会を中心とするネットワークの 2つで、あった。

参議院の委員会構成が変わる97年末までは，

ボランティア問題の担当委員会は内閣委員会で

あり， 98年の初めからは労働・社会政策委員会

であった。この①において，衆議践を通過した

「市民活動促進法案Jは，参議院自民党の意向

にそった形で修正され「特定非営利活動促進法

案Jとなった。両委員会の理事懇談会は公式の

現場の機関であり，それぞれ修正に際して重要

な役割を楽たした。

②の市民活動制度連絡会を中心とするネット

ワークは， NPO法案成立に向けた集会を全国

で開催した(東京，静岡，名古麗，大阪，千葉，

広島，札幌，松山，福間，神戸，神奈川，関山

等)。

3 )アジェンダ，問題の流れ，問題の窓

第 5期の問題としては，第 5期の初めに認識

されていたアジェンダ(1， 2， 3， 4'， 5)のみ

で，第 5期にNPO法の立法に誼接関連して新

たに認識・定義された問題はなかった。

4)政策の流れ

第 5期の最も重要な政策案は，参議院内閣委
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員会および労働・社会政策委員会の特に理事懇

談会の場で生成した政策案 5(特定非営利活動

促進法案)であった。この政策案 5は政策案 4

を修正したものである。その大きな修正点は，

①法人等の修正(法律の題名の変更)，②定義

部分の変更，③団体委任事務の明確化，@設立

の認証にかかわる申請書の添付書類に関する修

正，⑤縦覧期揺の延長，⑥認証基準の修正，⑦

経済企画庁長官による情報の提供，⑧報告およ

び検査に関する修正，⑨別表に掲げる活動に隠

する修正であった。

5 )政治状況，政治の流れ，政治の窓、

第 5期の中盤の97年12月末から98年の正月に

かけて，政治の窓 3(新進党の崩壊と自由党・

民有連の新結成)が聞いた。政治の窓 3が開く

ことは，ほとんどの参加者にとって寝耳に水で

あった。この政治の窓 3が開いたことを契機に，

政治4(新結成された自由党・民有連)が政治

の流れの中で生成・浮上し，開いていた政治の

窓 3を通って，政策の流れの中に入り浮遊して

いた。したがって，第 5期の政治は，第 5期の

初めに認識・定義されていた政治状況(1， 2， 

3)に，第 5期に新た認識・定義された政治 4

が加わったものとなった。

6 )開題・政策・政治のパッケージ

第 5期の問題(アジェンダ(1， 2， 3， 4'， 5))， 

政策(政策案 5)，政治(政治状況(1， 2， 3) 

と政治4)は，相互に結び付き 1つのパッケー

ジを構成した。最終的に，第 5期の終盤の98年

3月19日，市民活動促進法案の修正案である

「特定非営手当活動促進法案」が盟会で成立した。

6 第8期の分析(特定非営手Ij活動促進法の公

布から優遇税制の成立まで '98.3-2001.3)

第 6期は，特定非営利活動促進法の制定がN

PO優遇税制の制定に波及した時期である O す

なわち NPO優遇税制の制定に際して，各参加

者は，特定非営利活動促進法の制定を前例とす

る行動を展開した。

1)政策アクティビスト

第 6期においても， C'sの松原明事務局長は

活発なロビー活動を麗関した。松原氏らは， 99 

年10月16日，新たに創設すべき優遇税制の内容

を「特定非営利活動法人の優遇税制に関する提

案Jとして公表した。この提案は，松原氏が原

案をつくり，連絡会の参加者が議論して作成し

たものである。擾遇税制法案の「融和Jの比較

的早い時点で，各参加者に共通の政策案が提出

されたのである。後に提出されたNPO議員連

盟の案も経済企麗庁の案も，この「特定非営手Ij

活動法人の擾遇税制に関する提案」にもとづき

作成された。なお「提案」には米国の「パブリッ

ク・サポート・テスト」を参考にした日本型

「パブリック・サポート・テスト jの考え方が

盛り込まれていた2九

もう l人の政策アクティピストである加藤正

は，第 6期に次の 3つの新たな事態に直面した。

第 lに， 98年 7丹12日の第18由参議院選挙で

自民党が惨敗し，他方，民主党と共産党が躍進

したことである。自民党は，最低獲得目標であ

る改選議席数61を大きく割り込み，非改選議席

を加えても参議院での単独過半数にはるかに届

かない状況であった。この結果，橋本首相の退陣

とともに，加藤氏も自民党幹事長を引艶卒任した。

第 2に， 99年 8月 58，rNPO議員連盟J

の設立総会が開かれ，加藤氏はNPO議員連盟の

会長に選出された。上述のように，当初， NPO 

29)①認定要件として， NPO法人の総収入額に占める

言寄付金や助成金の害Ij合が 3分の l以上である。②N

PO法人の役員や社員の寄付総額が 2分の lを超え

ると算入しなL、。③この寄付金や助成金には， 1件

でその総額の 2%を超える額を算入しない。④ l人

について3000円以上に限る。⑤寄付金を複数の市区

町村から受け入れ，活動も複数の子行rz:町村で20%以

上でなければならなL、。⑥事業活動の50%以上が会

員相互のものでないことが必要である。これら 6つ

のうち，①，②，③，④，⑤は，日本裂パブリック・

サポート・テストの婆件であり，排除条項となって

いる。
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議員連盟や市民団体は，特定非営利活動促進法

制定の場合と向様， NPO優遇税制の立法化も

議員立法で進める方針であった。これは，ハー

スが提示した「波及J現象にあたる。すなわち，

特定非営利活動促進法の立法が成功した擦と同

じ方法を適用すれば，それと同種の開題である

境遇税制の立法も成功すると考えられた。

第 3に， r加藤政局Jの混乱である。この混

乱により加藤派は分裂し，加藤議員の政治的地

位も急落した。さらに2001年 3月，彼は混乱の

責任を関われ，自民党NPO特別委員会の委員

長を解任容れた(なお，同年 6月には復帰)。

第 6期の終盤に，議員によるNPO優遇税制の

立法は，政府立法に取って替わられた。その大

きな理由は，加藤氏の自民党内での発言力の急

激な低下にあった制。

2 )政策形成の場

第 6期の主要な場は，①NPO/NGOに関

する税・法人制度改革連絡会，②NPO議員連

盟，争政府税制調査会の 3つで、あった。

①のNPO/NGOに関する税・法人制度改

革連絡会は， 99年 8月， C's'日本NPOサポー

トセンタ一等の全関の28の市民団体がいち早く

結成したネットワークである。以後，この連絡

会が中心となって， NPO優遇税制立法化のた

めのロビー活動を推進した。

③のNPO議員連盟は，共産党を除く 5党派

1会派238名の国会議員で構成された。上記の

ように，会長には政策アクティビストの加藤紘

一議員が選出された。第 1自の総会では，優遇

税制に関して，特定非営利活動促進法の場合と

同様に，市民との協力にもとづく議員立法によ

る法制定の方向性が打ち出された。

30)この時期， NPO法議員連盟は，議員立法での優遇

税制の立法を目指し活発に活動を展開していた。加

藤氏は， NPO法議員連盟会長として公式にはその

方針に賛成していた。しかし，彼は議員立法による

優遇税制の制定に必ずしもこだわっていなかったと

いわれる(坂本導総氏への糠取調査 (2002/6/3))。

③の政府税制調査会は，財務省主導で政策案

6が作成された場である。この政策案 6(N P 

Oの優遇税制を含む)r租税特別措霊法の一部

を改正する法律案jは， 2001年 3丹28日，国会

で成立しだ~

3 )アジェンダ，問題の流れ，問題の窓

NPO法立法過程に関わった参加者の多くは，

特定非営利活動促進法が施行されでも，全国で

誕生するNPO法人は1000を超すことはないと

予想していた32)。しかし彼らの予想、に反して，

全国でNPO法人が続々誕生し，穫遇税制の法

律公布の壊には約4000にものぼっていた。開題

の窓 3(N P 0法にもとづく多数かっ多様なN

PO法人の誕生)が開いたのである。この開題

の窓 3が開いたことを契機に，問題 6 (続々誕

生するNPO法人への支援税制)が問題の流れ

の中で生成・浮上し，開いていた問題の窓 3を

通って，政策の流れの中に入り浮遊していた。

第 6期の問題は，第 6期の初めに認識されて

いたアジェンダ(1， 2， 3， 4'， 5)および第 6

期に新たに認識された問題 6である O なお，ア

ジェンダを構成する問題 4'(自社さに民主を

加えた連携強化)は，第 6期の初めの98年 6丹

18，自社さが連立を解消したことにより消滅

しfこ。

31)第 6期の財務省は， NPOの優遇税制jの総度化に治

極的であったとの理解が一般的である(小島

(2002.3， pp.84-85)。しかし聴取議査によれば，財

務省は必ずしも消極的ではなく，優遇税制の制度化

は既定の方針であったといわれる(坂本導総氏への

聴取認変 (2002/6/3)。

32)坂本氏は rNPO法(正篠には特定非営利活動促進

法)が成立した後，政府は優遇税制の立法化をやる

気でいた。もちろん， NPO法にもとづく多数かっ

多様なNPO法人の誕生は， NPO法人の優遇税制に

反対する政治家の意見を弱め，優遇税制jの立法化を

やりやすくしたことは縫かである」と述べている。

なお，経済企画庁は自5年当時，我が習には約70000

の非営利法人があり，そのうち税制優遇の対象となる

ような非営利法人は2000-3000であると推定していた

という(坂本導聡及への滋耳目認査 (2002/6/3))。
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4 )政策の流れ

上記のように，第 8期の最も重要な政策案は，

政府税制調査会の場で財務省主導で作成された

政策案 6 (N P 0の優遇税制を含む)r租税特

別措置法の一部を改正する法律案」であった。政

策案8の内容は，0;:偶人の寄付金の課税所得から

の控除，②法人における寄付金の損金算入，(s;寄

贈した相続財産の非課税，@国税庁長官による擾

遇税制jを受けられるNPOの認定であった問。

5 )政治状況，政治の流れ，政治の窓

上記のように，第 6期の初めに自社さが連立

を解消した。したがって第 I期に政治の流れの

中で生成・浮上し，政治の窓 1を通って政策の

流れの中に入り浮遊していた政治 1 (逮携した

自社さ)は消滅した。したがって第 6期の初め

に政治状況(1， 2， 3， 4) は，政治状況 (2，3， 

4)に変わった。

6 )問題・政策・政治のパッケージ

第s期の問題(アジェンダ(1， 2， 3， 5) と

問題 6)，政策(政策案 6)，政治(政治状況

(2， 3， 4))の3つは相互に結び付き 1つの

パッケージを構成した。その結果， 2001年 3月

28日，政策案 6 (N P 0の優遇税制を含む)

「租税特別措置法の一部を改正する法律案Jが

国会で成立した。

7 分析結果の要約

以上NPO法の立法過程を 6期間に区分し

「改IT・政策の窓モデルj にもとづいて分析を

試みた。分析結果は次の13現自に要約される。

(1) NPO法の立法は，阪神・淡路大震災の

際のNPO'ボランティア活動を契機とす

ると一般にいわれる。しかし実際には， 1898 

年の民法施行以来，より具体的には80年代

33) NPOの優遇税制で最後まで大きな争点であったの

は， I税制優遇を受けられるNPO法人の認定機関を

どこにするか」ということであった(坂本導聡氏へ

の聴取調変 (2002/6/3))。

の後半からの融和のプロセスを経て立法化

された。

( 2 )参加者は，①内閣・省庁，②議員・調会，

③市民団体の 3つに区分される。この間，

縮)11内関以降に限っても 8つの内閣が政

権を担った。そして，本研究の分析対象期

間の大部分に当たる第 1期の最後の半年か

ら第 6期の最初までは，自民党・社民党・

さきがけによる連立内閣であった。

( 3 )全 6期間に参加者として登場した首相，

，各省庁の大臣，キャリア官僚，

国会議員，政党スタッフ，衆議院・参議院

法制j局，市民団体およびそのメンバー，研

究者，メディア，都道府祭，労働団体，経

済団体等の数と多様性は，我が闇の立法史

上，前例を見ないものである。

( 4 )阪神・淡路大震災から優遇税制の立法化

までのほぼ 6年間，これら参加者は， NP 
O法の立法という政策形成すなわち知識創

造の過程にコミットし続けた。第 1期に多

くの参加者が政策形成の場に登場した。登

場後，ほとんどの参加者は，最後の 6期ま

で退場することなく活発に行動し続けた。

(5)全 6期開で 3名の政策アクティビストが

確認された。加藤紘一自民党幹事長，坂本

導聡経済企画庁国民生活濁長，松原明C's

事務局長の 3氏である。政策アクティピス

トは，ヨ〉問題への関心を高め，@自ら得意

の政策案をおし進め，③政策の窓が開いた

擦に開題・政策・政治の 1つのパッケージ

を構成しようとする。 NPO法の立法の場

合，このような政策形成を誘導する政策ア

クティどストは，コンセプト(法案骨子)

やプロトタイプ(法律案)の創造や正当化

の過程により多くの参加者を巻き込んだヘ

( 6 )政策形成の場は，いずれの期においても

重層的に連結されていた。連結された重層

的な場とは，複数の椙互に結び付いた場か

ら構成され，各場は参加者にとって異なる

コンテキストであることを十旨している 35)。
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このような場は，第 1期 6，第 2期 6，

第 3期 4，第 4期 7，第 5期 3，第 6期 6，

6期間で32が設定されていた。そのうち

各期の主要な場は次の通りである O 第 l期

は経済企画庁第14次由民生活審議会と 5本

新党のNPO議員立法タスクフォース，第

2期はボランティア問題に関する関係省庁

連絡会議，与党NPOプロジェクトチーム，

連絡会，第 3期は与党NPOプロジェクト

チーム，与党政策調整会議，連絡会，第 4

期は与党責任者会議(与党NPO協議)，

34)このような政策アクティビストのリーダーシップ行

動は，サッチマンの「状況的行為Jの概念を用いる

ことによって最もよく理解できる。「状況的行為と

は，すべての行為のコースは，物質的・社会的な周

辺環境 Ccircumstances)に依存したものだという

見方を強調する。その環境から離れて行為ぞ抽象化

したり，合理的プランとして行為を表現することを

試みるのではなく，むしろ，このアプ口ーチでは，

どのように人々が知的な行為を達成するために自分

の周辺環境を用いるかを研究するj。そして，サッ

チマンは，次のような例を上げている。カヌーで急

流を渡ることをプランするとき，その人が滝の上で

しばらくとどまり，下り方をプランするというのは

非常にありそうなことである。このプランは， t可
能な限り左側を行こう，そして 2つの大きな岩の間

を抜けよう，それから次の岩石群のあたりを後ろ向

きに右へ行こうJというようなものかもしれない。

多くの考慮，議論，シミレーション，再構成が，こ

うしたプランの中にはいるかも知れない。しかし，

それがどのように詳線なものであれ，プランはカヌー

に滝を通り抜けさせる実際の仕事には及ばな， ¥0 実

際，流れに応じたり，カヌーを操る詳総ということ

になると，人は見事にプランを捨て，その人が使う

ことができるありとあらゆる身体化された技能をよ

りどころにする。このカヌーにおけるプランの包的

は，流れを通してカヌーを移動させようとすること

ではなく，むしろその人の成功が依存している，こ

れらの身体化された技能を用いるための最適な位登

を，その最終的な分析で得ることができるようにそ

の人を方向つけるというものであるJoSuchman， 

L. A. (1987) . Plans and Situated Actions， The 

Problem 0/ Human-Machine Communications， 

N.Y.， C且mbridgeUniversity Press， pp.50-52‘ 

(佐伯粋監訳， rプランと状況的行為人間機械コ

ミュニケーションの可能性J，産業図書， 1999， pp 

49-51.) 

連絡会，衆議院内閣委員会，第 5期は参議

院内閣委員会と労働・社会政策委員会の各

理事懇談会，連絡会を中心とするネットワー

ク，第 6期はNPO/NGOに関する税・

法人制度改革連絡会， NPO議員連盟，政

府税制調査会であった。

これら政策形成の場は，情報を解釈し意

味を創る時の基礎となった。情報はこの政

策形成の場の中で解釈され，知識の塊であ

る政策に統合された。

(7) NPO法の立法に調達する問題のワスト

であるアジェンダは，次の 6つの認識・定

義された問題から構成されていた。問題 1

(我が国公益法人制度の改革)，問題 2(各

政党の無党派層の取込み)，問題 3 (活擢

する NPO'ボランティア活動に関する支

援立法)，問題 4(自社さ連立政権の野合批

判をかわした存続) (第4期に，問題ど(自

社さに民主を加えた連携強化)は，問題 4

に取って替わった)，問題 5 (介護保険法

に伴う NPO・ボランティア労働力の確保)，

問題 6 (続々誕生する NPO法人の支援税

制)である。これら 6つのうち，問題 1，

問題 3，問題 6の 3つは， NPO法の立法

内容に謹接関連する「中核問題Jである。

他方，問題 2，問題 4(4 ')，問題 5の 3

つは， NPO法の立法内容に関接的に関連

する「周辺問題Jである。

これら 6つの鴇題は，最初は暗黙知の塊

であり，最終的に形式知の塊である法律

「特定非営利活動挺進法Jと (NP 0の優

35)連結された重量層的な場の最適なメタファーは「ハイ

パーテキストJである O 伝統的なテキストは， 1つ

の!畜(レイヤー)すなわちテキストから構成されて

いた。他方，ハイパーテキストは，複数のテキスト

を重ね合わせた複数の層(レイヤー)から機成され

る。したがって，連絡された重層的な場とは，複数

の棺互に結び付いた場から構成され，冬場は，参加

者にとって異なるコンテキストであることを指して

いる。 Nonaka，1.， and H. Takeuchi， op. cit.， pp. 

167-174， (訳書， pp.250-257) 
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遇税制を含む)I租税特別措置法の一部を

改正する法律Jになった。問題の認識・定

義のプロセスは，関々の参加者が信念や思

いを共通体験を通じてお互いに共感し合う

プロセスであった。その際，個人の感情，

思い，メンタルモデルの共有が，相互信頼

を築くために必要不可欠であった。

( 8 )全6期間において， NPO法の立法に関

連しない「他の問題」がいくつも存在した。

主要なものとして次の 9つが上げられる O

(j)政治改革関連法問題，②戦後50年決議問

題，@宗教法人法改正問題，④住専問題，

⑤薬害エイズ問題，寄預金保険法改正問題，

⑦金融機能安定化緊急措置法問題，⑧地方

分権一括法問題，⑨中央省庁改革関連法問

題である。

認識・定義された「他の問題」は， NPO 

法の立法とともに，政府・盟会のアジェン

ダ上の優先!順位をめぐる競争を展開してい

た他のテーマである。 NPO法の立法は，

これら他の問題と競争しながら，政府・国

会のアジェンダ上の優先!順位を上げるため

に，多くの参加者の注目，コミットメント，

時間，エネルギ一等を必要とした。

(9) NPO法が成立するまでに提出された政

策案は，第 I期 6，第 2期10，第 3期10，

第 4期10，第 5期 4，第 6期18，計58であ

るO まさに「政策の原始スープjの状況が

出現していた。政策案の生成・特定化は，

参加者の共通の信念や患いから，明示的な

言葉で表現されたコンセプト(法律案骨子)

やプロトタイプ〔法律案)を創造するプロ

セスであった。

(10) 4つの政治が， NPO法の立法に直接的

な影響を及ぼした。このうち第 1期から第

6期の初めまで存続した最も重要な政治は，

政治 1 (連携した自社さ)である。次に重

要な政治は，第 3期から第 6期まで存続し

た政治 3(市民団体の活発なロビー活動)

である O 政治 Iと政治 3以外の主要な政治

は，政治 2(新結成された民主党)と政治

4 (新結成された自由党・員友達)である。

このうち政治2は与党案第 2次合意成立を，

政治 3は特定非営利活動促進法成立をそれ

ぞれ促進した。政治のストックである「政

治状況」は，期が進むにつれてより多くの政

治から椅成されるようになり，最後の第 6

期には上記の 4つの政治で構成されていた。

(11) 7つの f他の政治」が， NPO法の立法

に間接的な影響を及ぼした。この 7つの

門也の政治Jとは，①政治改革関違法案の

審議を契機とする政界再編，②地方分権推

進法の成立，③戦後50年の盟会決議，告村

山内閣の退陣，⑤初の小選挙毘衆議院選挙

の結楽，⑥新民主党の結成，⑦自民単独内

関，自自・自自公・自公保連立内閣の発足

である。

(12)全8期間において，開いた開題の窓、は，

問題の窓 1(阪神・淡路大震災で活撮する

NPO ・ボランティア活動への注目)，問

題の窓 2 (自社さによる介護保険法の国会

提出に関する合意)，問題の窓 3 (N P 0 

法にもとづく多数かっ多様なNPO法人の

誕生)の 3つである。他方，政治の窓は，

政治の窓 1(自社さ連立政権の発足)，政

治の窓 2 (民主党の新結成)，政治の窓 3

(新進党の崩壊と自由党・民友連の新結成)

の3つである。したがって，全 6期間で政

策の窓は全部で 8つ開いた。

(13)第 1期に窓が開いた擦，問題，政策，政

治の 3つは，相互に全く結び付いていなかっ

た。第 2期と第 3期に窓が開いた際，それ

ぞれ 3つのうち 2つが部分的に結び付いて

いた。第 4期，第 5期，第 8期に窓、が開い

た際，開題，政策，政治の 3つは，棺互に

完全に結び付き，それぞれ 1つのパッケー

ジを構成した。その結果，第 4期には市民

活動促進法案が衆議院を通過した。第 5期

には「特定非営利活動促進法」が，第 6期

には (NP 0の優遇税制を含む)I観税特
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別措置法の一部を改正する法律」がそれぞ

れ国会で成立した。

倒人あるいは集団によって創られた政策

案(法律案骨子や法律案)は，ある時点で

最終的に正当化される必要がある。正当化

は，新しく倉せられた政策案が社会にとって

本当に価値があるか否かを決定するプロセ

スである。それは一種のふるい分けのプロ

セスである。政府・盟会の内部や趨辺の人々

は，この正当化を明示的なやり方で行い，

政策が社会一般のニーズに応、え得るものか

:e3かを確認する。正当化された政策は，自

に見える具体的な法律となる。

N 本研究の意義と残された課題

本研究は，我が国のNPO法の立法過程の実

態を詳細に分析することにより，本法律の特徴

である市民に広く開かれた立法過程のあり方の

提示を日指したものである。まず政策の窓モデ

ルを紐織的知識創造モデルの考え方にもとづき

改した。次にこの「改訂・政策の窓モデル」

に依拠してNPO法立法過程の分析・解明を試

み，前節の 7項に要約されるような13の分析結

果を得た。

本研究の第 lの意義は， r改訂・政策の窓モ

デルJにもとづく分析によって， NPO法の立

法過程の実態をかなり正確に解明することがで

きた点である。すなわち，次の 4点が解明され

た。①いかなる参加者が， NPO法の思いをま

ず自らの信念として認識したのか。②いかなる

政策アクティビストが，その信念を異体的に踏

め，法律案骨子(コンセプト)を社会的に創造

したのか。③いかなる場で，そのような法律案

骨子の創造が行われたのか。④その法律案骨子

がより大きな場で法律案(プロトタイプ)とし

て提示された結果，いかにしてNPO法の立法

が政府・霞会のアジェンダ上のより高い擾先JI頃

位を獲得したのか。

第 2の意義は， NPO法の立法過程の詳細な

分析の結果，市民に広く開かれた立法過程のあ

り方および本法律の見直すべき問題点を解明で

きた点である O 主要な点としては次の 3点がよ

げられる。(1)市民に広く開かれた立法のた

めには，重層的に連結された政策形成の関かれ

た場が不可欠である。 (2)NPO法案の場合，

与党 3党案，新進党案，共産党案等が並立し，

参加者に政策案を選択する機会を与えた。同時

に，政策案を提示した各参加者の詞に，自ら得

意な政策案の正当性の獲得を目指す競争を生み

出したへ(3 )成立したNPO優遇税制は，

日本型「パブリック・サポート・テスト」等の

採用により， NPO法人に非常に高いハードル

を課した。可及的速やかな法改正が必要である。

第 3の主主義は， NPO法の立法過程以外の他

の政策形成フ。ロセスにも適用可能な分析枠組，す

なわち「改訂・政策の窓モデルJを開発すること

ができた点である。この「改訂・政策の窓、モデルJ

は，上述の「改訂モデルの特徴Jの項で述べた

点とも一部重なるが，次の 5点で優れている。

第 1点は，政策の正当化に関する点である。

組織の境界が明確である単一組織の経営者が，

S E C 1の知識変換プロセスを展開し，特定の

イノベーションの創造を支援することは比較的

容易である。すなわち「正当化のコスト j は相

対的に低い。他方，公共政策の形成・実行の場

合，重層的に連結された政策形成の場に登場し

たり場から退場したりする種々の参加者(組織・

集団・個人)にパワーが分散している。さらに

政策形成フ。ロセスは種々の偶然性に支配される。

36) N P 0法が成立した要因はいくつも上げられる。こ

のうち忘れてならない主要因は，新進党の河村たかし

議員の行動である。彼は，日本新党の時期以外，常

に野党に!議していた。このことが，彼の篤している

政党が提出した法案が最終的に正当化されなかった

最も大きな際関である。しかし常に与党3党案に先

行する形で，彼の!議する政党が提出した政策案の存

在は，与党3党案の提出に対して非常に大きな影響

を及ぼした。すなわち，与党3党のNPOプロジェ

クトチームに緊張感を与え続けた。このことが最終

的に与党3党の修正案すなわちNPO法案の成立に

大きく貢献した。
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このため，創造された知の塊である政策の「正当

化のコストjは極めて高L、。「改訂・政策の窓モ

デル」は，このような正当化のコストの高い公

共政策の形成プロセスを効率的であると同時に

市民に広く開かれたプロセスにするための種々

の手掛かりを提供している O

第 2点は，政策形成の場に撰する点である。

ゴミ箱モデルおよびそれを出発点とする政策の

窓モデルでは，政策形成の場は必ずしも明示的

に取り上げられていなし、。他方， r改訂・政策

の窓モデル」では，政策形成の場がより明示的

に取り上げられている。具体的には， (1)政

策形成の場として「政策案が投げ込まれたり生

成・浮上したりする場Jに加え， r問題が投げ

込まれたり生成・浮上したりする場Jと「政治

が投げ込まれたり生成・浮上したりする場jが

取り上げられ分析される。(2 )さらに，政策

アクティどストの役割として，新たな政策形成

の場の主体的な設定，および設定された政策形

成の場での主体的なリーダーシップの 2つが考

慮されている。

第 3点は，第 2点で述べられた「政策形成の

場の設定」と「政策アクティピストの役割Jと

も関連するが，知識創造プロセスの能動性に関

する点である O ゴミ箱モデルおよび政策の窓モ

37) Cohen， M. D.， J. G. March， and J. P. Olsen， 

op. at.， pp.ト25.ゴミ箱モデルの場合， I組織化

された無秩序Jと呼ぶ単一組織は，①問題を求めて

いる選択機会(ゴミ箱)，②決定状況を求めている

問題，③問題を求めている解，③仕事を求めている

参加者(意思決定者)の集合であると捉えられてい

る。しかし， このコミ箱モデルの場合， (1)なぜ

特定の「問題」が認識・定義されるのか， (2)い

かにして複数の多様な「解Jが生成・特定イとされる

のかについては，未解明のままである。そして，あ

る時には，問題・解・参加者が「偶然にJ結び付き，

結果として間星雲が解決される。問題・解・参加者が

相互に結び付かない場合には， I見過ごし (over-

sight) ]や「飛ばし(flight)]が生じるとする。こ

のようにコミ箱モテソレの場合，単一綴織における知

識創造が極めて受動的に捉えられている。 Nonaka，

1.， and H. Takeuchi， op‘ cit.， pp.39-40，訳書，

pp.56-57 

デルでは，政策形成プロセスが，問題・政策・

政治の「偶然の結び付き」による，より受動的

な知識創造フプ。ロセスとして捉えられている叩

f地也方， r改訂・政策の窓モデル」では，政策形

成フ。ロセスが，政策アクティビストの①問題・

政策・政治の「主体的な結び付けj，②政策形

成の新たな場の主体的な設定，③設定されてい

る政策形成の場での主体的なリーダーシップ，

の3つによる，より能動的な知識創造プロセス

として捉え直されている点である O さらに「改

・政策の窓モデルJが依拠している組織的知

識創造モデルの共掲化とは， r気付くことj す

なわち「対象の中に意味を見出す」ことであり，

ワイクの「意味形成Jに対応する概念である3九

したがって「改訂・政策の窓モデル」では，政

策アクティビストを含む各参加者が，知識をよ

り能動的に創造することが想定されているO

第 4点は， r大きな上位問題Jを分析する擦

の詳縮さである。政策の窓モデルでは， <政府・

国会のアジェン夕、〉は，問題の流れを浮遊する

多くの「大きな上位問題」のリストもしくはセッ

トであると捉えられる。そして，①「大きな上

位問題J龍の相互関係と②各「大きな上位問題」

の政策・政治との相互関係が分析されるO 他方，

「改訂・政策の窓モデル」では，政策の窓モデ

ルにもとづくよ記の「大きな上位問題」に関す

る①と②の関係の分析に加えて，次のような分

析も試みられる O すなわち 1つの「大きな上

位問題j(本研究では単にくアジェンダ〉とよぷ)

は，複数の川、さな下位問題j (本研究では単

にく問題〉とよぶ)のリストもしくはセットで

あると捉えられる。そして，③複数の「小さな

下位問題jとその「大きな上位問題」との関係，

④「小さな下位問題J関の相互関係， @r小さ

な下位問題」と政策・政治との相互関係も分析

される(図 3)。

38) Weick， K. E. (1993) :'The Collapse of Sensemaking 

in Organizations: The Mann Gulch Disaster，" 

Administrative Science Quarterly， 38， pp.628-

652. 
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政府・箆会の
アジェンダ

1) 

i主1)<政府・国会のアジヱンダ〉は， 3つの「大きなよ佼問題Jのリストもしくはセットである.
本研究では， r大きなよ位賂題」は単に〈アジヱンダ〉と呼ばれる.

j主2)<アジzンダ1>と呼ばれる「大きな上位問題 1J l;t， 3つの「小さな下位問題jのリスト
もしくはセットである.本研究では， r小さな下位問題JIま単iこく問題〉と呼ばれる.

図3 アジェンダと問題の猪燈

第 5点は，政治のストックとしての「政治状

況jに関する点である。政策の窓モデルでは，

政治の流れを浮遊する「政治状況Jは考慮され

ていない。他方， r改訂・政策の窓モデルJで

は，アジェンダと政策案のストックに加え，こ

の「政治状況」が取り上げられ分析される。こ

れら 3つを同時に考慮することにより，複数の

期間にわたる長期的な政策形成を分析すること

が可吉きになる。

本研究は， r改訂・政策の窓モデル」にもと

づいて，暖昧で不明確な NPO法の立法過程の

理解を上記のような点で大きく前進させた。し

かし「改訂・政策の窓モデルjの視角は，まだ

必ずしも十分明確ではなく，モデルを改訂・精

織化することも残された課題である(例えば，

制度の考慮)。さらに NPO法の立法過桂の実

態もまだ不透明な部分が残る。今後，より改訂・

精級化された新「改訂・政策の窓jモデルにも

とづく他の政策形成過程の研究が試みられるな

らば，政策形成に関するより明確な拘察が得ら

れるであろう O
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