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政策形成と非営利法人制度改革
―新・政策の窓モデル―

小　島　廣　光・平　本　健　太

Ⅰ　序

本研究は，「わが国において長い間，必要性
が認識されながらも行われてこなかった非営利
法人制度改革（公益法人制度改革と「NPO法
と寄付税制の改正」）が，20世紀末から 21世
紀初頭までの約 15年間に「なぜ」そして「ど
のように」して実現したのか 1）」を事例研究に
よって解明することを目的としている。
わが国でも，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，
1980年代の後半から徐々に大きくなっていた。
こうしたなか 1998年 3月に特定非営利活動促
進法が，2001年 3月に NPO優遇税制 2）がそ
れぞれ成立した 3）。その後 2008年 4月に公益
法人制度が，1898年の制定以来実に 110年ぶ
りに大改革された 4）。さらに 2011年 6月に

NPO法と寄付税制が，2001年の制定以来 10

年ぶりに大改正された。これら公益法人制度改
革と「NPO法と寄付税制の改正」は，それぞ
れいくつかの問題点を含んではいるが，いずれ
も優れた制度改革であるといわれる。
本研究は，このような画期的な公益法人制度
改革と「NPO法と寄付税制の改正」を，わが
国の非営利法人制度改革の先駆的な事例として
取り上げ，これら作成された 2事例を新・政策
の窓モデルにもとづいて分析し，制度改革を導
いた因果メカニズムを明らかにする。したがっ
て，析出される発見事実および導出される命題
は，わが国において今後も継続して行われるで
あろう，公益法人，NPO法人，社会福祉法人，
学校法人，宗教法人，医療法人等の非営利法人
の制度改革に際して，政府の内部と周辺のさま
ざまな参加者が，いかに行動すべきかの具体的
な指針を提供する。
本稿では，まずⅡ節において先行研究の検討
を行う。次のⅢ節において 2つの事例を分析す
るための理論的枠組である新・政策の窓モデル
を導出する。Ⅳ節において公益法人制度改革
（事例 1）5）を，Ⅴ節において「NPO法と寄付
税制の改正」（事例 2）6）をそれぞれ新・政策の
窓モデルにもとづいて暫定的に分析する。そし
てⅥ節において 2事例の共通点と相違点に関す

1︶ 事例 1 の公益法人制度改革の分析期間は，1996
年 1 月の橋本内閣の発足から 2008 年 4 月の「新
公益法人税制」の成立までである。他方，事例
2の「NPO法と寄付税制の改正」の分析期間は，
1998 年 3 月の特定非営利活動促進法の成立から
2011年 6月の新寄付税制法案の成立までである。
したがって，2 つの事例の分析期間は，1996 年
1 月から 2011 年 6 月までの通算 15 年 6 ヶ月で
ある。

2︶ 正式には（NPO の優遇税制を含む）「租税特別
措置法等の一部を改正する法律」である。

3︶ 以下，特定非営利活動促進法と NPO 優遇税制法
の 2 つの法律を「NPO 法」と総称することがあ
る。なお「NPO 法」の成立過程に関しては，小
島（2003）。

4︶ 新公益法人制度とは，公益法人制度改革 3 法

（2006 年 5 月成立）と新公益法人税制法（2008
年 4月成立）の 2つを指している。

5︶ 公益法人制度改革の詳細な事例は，小島（2014）。
6︶ 「NPO 法と寄付税制の改正」の詳細な事例は，
小島・平本（2017）。
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る発見事実を析出するとともに，命題を導出す
る。

Ⅱ　先行研究の検討

1．非営利法人制度改革の先行研究
まず 1項では，非営利法人制度改革の過程を
実際に分析した先行研究のうち，小山，太田，
原田の 3つの先行研究を検討する。
小山の研究は，非営利法人制度改革の前半で
ある公益法人制度改革の「始まり」を明らかに
した。分析期間は，2000年 12月の閣議決定
「行政改革大綱」から，2002年 3月の閣議決定
「公益法人制度改革の抜本的改革に向けた取組
みについて」までである。小山は，2001年 1

月発足の内閣官房行政改革推進事務局の行政委
託型公益法人等改革室（以下「公益法人室」と
略記）の初代室長として，2003年 6月の閣議
決定「公益法人制度改革の抜本的改革に関する
基本方針」までの 2年半在任した。彼は，公益
法人室長として公益法人制度改革に直接関わっ
た立場から，自らが考え，議論し，体験し，ま
た目に触れたことを中心に分析している。この
点は，他の研究にはみられない特徴である。
小山の研究により，公益法人制度改革の「始
まり」に関して，次のような詳細な実態が析出
された。（1）公益法人制度改革の背景には，①
先行して行われていた行政委託型公益法人に関
わる改革，②KSD事件を契機とする国所管の
公益法人の総点検，③中間法人法の成立があ
る。（2）公益法人室設置の根拠となった「行政
改革大綱」は，公益法人制度改革について一切
触れていない。公益法人制度改革は，公益法人
室の本来の使命ではなかった。（3）公益法人制
度の抜本的改革は，「国所管の公益法人の総点
検」の遂行過程において，公益法人室の 4名の
企画官の自発的提案によってスタートした。
（4）「公益法人制度改革は，①税優遇の見直し
などの行財政改革や②NPOに対する規制等を
意図している」との批判に晒された 7）。

太田の研究は，小山の研究と同様，非営利法
人制度改革の前半である公益法人制度改革が実
現に至った経緯を整理するとともに，新制度の
課題も検討している。分析期間は，2000年 12

月の閣議決定「行政改革大綱」から 2015年ま
でである。太田は，2000年から 2018年まで利
益集団の 1つである公益法人協会（以下「公法
協」と略記）の理事長であった。この間，彼
は，公益法人制度改革に関して，政府懇談会で
の発言・民間懇談会の設置・政策提言・ロビー
活動等のさまざまな活動を展開した。このた
め，彼の分析は公法協の理事長の視点に立った
ものである。この点は，小山の研究と同様，他
の研究にはみられない特徴である。
太田の研究により，公益法人制度改革の過程
と課題に関して，下記の詳細な実態が析出され
た。（1）1995年 6月当時，NPO法制定に関し
て，大勢が民法改正ではなく特別法制定に傾く
中，公法協は民法改正による公益法人制度改革
を進めるよう提言した。（2）2003年前半，公
法協は，「中間法人と公益法人・特定非営利活
動法人との統合法人法制に反対」と「原則課税
の考え方に反対」の立場から，要望活動・緊急
アピール・緊急報告集会・市民シンポジウム等
を行った。（3）公法協は，従来，公益法人以外
の非営利団体や一般市民と連携した活動を展開
してこなかった。しかし 2003年前半以降は，
次第に市民社会における運動体，すなわち，利
益集団としての性格を持つようになった。（4）
2008年，新公益法人制度と新税制が施行され
た。しかし初期の頃は，新制度の主旨を理解し
ない公益認定等委員会の担当者による不適切な
指導が頻発し，審査実務が大きく混乱した。公
法協はその改善に大きなエネルギーを割いた。
（5）新制度は，①法令上，重装備の機関設計と
運営規律，収支相償など厳しすぎる財務基準，
②運用上，担当者による裁量行政等の残滓，都
道府県による管理体制，公益認定等委員会・審

7︶ 小山（2009），pp.115-117。
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議会と事務局との関係，③法人側の不適切なガ
バナンス体制や必ずしも自律的でない経営等，
の問題点をもっている 8）。
しかし，小山と太田の 2つの研究は，いずれ
も特定の明確な概念と理論的枠組にもとづい
て，非営利法人制度改革の前半である公益法人
制度改革の過程を分析したものではない。
次に原田の研究について検討する。彼の研究
は，非営利法人制度改革の後半である「NPO

法と寄付税制の改正」を，サバティアらが提示
した理論的枠組である唱道連携モデル 9）にも
とづいて分析した。唱道連携モデルは，政策が
変化するプロセスを統合的に分析しようとする
モデルである。そして政策変化が，①対抗的な
唱道連携グループの相互作用の重視，②政策変
化を説明する要因の分析，③唱道連携グループ
の信念システムの解明，の 3点にもとづいて分
析される。
分析の結果，「NPO法と寄付税制の改正」が
実現した理由に関して，次のような興味ある実
態が析出されている。（1）民主党政権の発足直
後には，自民党税調－財務省主税局連合の弱体
化と「新しい公共」連合によるアジェンダ設定
を受けて，「新しい公共」連合と外部の専門家
による政策志向的学習が進められ，政府立法で
の「NPO法と寄付税制の改正」の大枠が固め
られた。（2）だが，ねじれ国会によって民主党
政権単独での政策実現が困難になると，「新し
い公共」連合・NPO議員連盟・全国知事会と
いう 3つの唱道連合間での調整が，衆議院法制
局・逢坂誠二議員を政策ブローカーとして進め
られた。（3）そして，東日本大震災という外部
ショックを受けながら，シーズを政策ブロー
カーとして NPO議員連盟と背後の各党の調整
が進められ，NPO法改正が議員立法で，寄付

税制の改正が政府立法でそれぞれ成立した 10）。
しかし本研究には，唱道連携モデルと分析対
象が必ずしも十分に適合していないという次の
ような問題点が存在する。分析対象の「NPO

法と寄付税制の改正」は，2009年 9月の鳩山
内閣の発足からわずか 1年間 9ヶ月という短期
間に決定・正当化された。改正内容も 2001年
3月の NPO優遇税制の制定以来の画期的なも
のであった。したがって「NPO法と寄付税制
の改正」は，突然の劇的な「大きな政策変化」
であった。他方，唱道連携モデルの場合，政策
案が存続するか途中で挫折するかを決める規準
の中に，政策コミュニティの専門家が政治の中
で起こりそうな出来事を予想するというものが
ある。この政策案の存続規準は，政策案と政治
が相互に独立しているのではなく，ある程度関
連していることを示している 11）。この点から
も，唱道連携モデルは，後述する政策の窓モデ
ルとは異なり，突然の予期せぬ「大きな政策変
化」を必ずしも十分に説明できないと考えられ
る 12）。

2．公共政策のアプローチと理論的枠組
政策形成は，①政策形成システムの境界が曖
昧である，②参加者の参入・退出が容易であ
る，③多様な参加者にパワーが分散している，
④政策形成システムは種々の偶然性に左右され
る，⑤このため，政策の正式な決定・正当化
は，単一組織の意思決定と較べて非常に困難で
ある，という 5つの特徴をもつ極めて複雑な現
象である 13）。

8︶ 太田（2015）, p.6, pp.46-47, pp.58-59, pp.71-75。
9︶ 原田（2015）は，Advocacy Coaltion Framework 
（ACF）を「唱道連携モデル」ではなく「唱道連
合モデル」，唱道連携グループを「唱道連合」と
訳している。

10︶ 原田 ibid., pp.4-5, p.10, p.12。
11︶ Kingdon （2011）, p.228.
12︶ 原田は，唱道連携モデルの分析対象は「小さな

政策変化」に限定されないと主張している。原
田同上，p.4。「小さな政策変化」（政策の安定性）
と「大きな政策変化」（政策変化）に関しては，
本稿のⅡ節 2 項の John（2012）の議論およびⅢ
節 10項の（3）。

13︶ 小島・平本（2011）, p.ii。
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公共政策の研究者たちは，この政策形成をさ
まざまなアプローチを用いて説明しようとして
きた。ジョンによれば，これらの代表的なアプ
ローチとして，（1）制度アプローチ，（2）集
団・ネットワークアプローチ，（3）社会経済ア
プローチ，（4）合理的選択アプローチ，（5）政
策アイディアアプローチ，の 5つがある。各ア
プローチの内容は次の通りである。
（1）制度アプローチ
議会，官僚組織，法制度といった制度要因

が，政策形成に影響を及ぼす。
（2）集団・ネットワークアプローチ
政治制度内部と周辺の公式・非公式の集団あ
るいはネットワークが，政策形成に影響を及ぼ
す 14）。
（3）社会経済アプローチ
社会および経済の要因が，政策形成に影響を
及ぼす。
（4）合理的選択アプローチ
個人の選好および参加者間の駆け引きを通じ
た合理的選択が，政策形成に影響を及ぼす。
（5）政策アイディアアプローチ
参加者の利害というよりは，むしろ政策アイ
ディアの良否が，政策形成に影響を及ぼす 15）。
これら 5つのアプローチは，①政策形成が唯
一の要因によって説明されるという長所と，②
特定の枠組にもとづく分析により政策形成の複
雑性が過度に単純化され説明されるという短所
を併せもっている点で共通している 16）。しか
し同時に，5つのアプローチの間には，次のよ
うに政策形成の重要な要素を説明する能力に相
違がみられる。
表 1は，5つのアプローチの政策形成の重要
な 4要素の説明能力を「高い」，「中程度」，「低
い」の 3段階で評価したものである。これによ

れば，（1）の制度アプローチと（2）の集団・
ネットワークアプローチの場合，政策安定性の
説明能力は高いが，政策変化の説明能力は低
い。他方，（5）の政策アイディアアプローチの
場合，政策変化の説明能力は高い。（2）の集
団・ネットワークアプローチと（4）の合理的
選択アプローチの場合，政策分野ごとの差異の
説明能力は高い。他方，（1）の制度アプローチ
の場合，国ごとの差異の説明能力は高い 17）。
このように，5つのアプローチの評価は，いず
れも 4要素の説明能力のすべてにおいて高いわ
けではない。
こうした中で，公共政策の分野において 5つ

のアプローチを統合するさまざまな理論的枠組
が導出されてきた 18）。これらのうち，（1）サ
バティエの唱道連携モデル，（2）キングダンの
政策の窓モデル，（3）ボームガートナー＆
ジョーンズの断絶的均衡モデル，（4）ジョンの
進化的モデル，の 4つはいずれも，次のように
特に優れた理論的枠組である。
（1）の唱道連携モデルは，政策システムにお
けるアイディアと唱道連携グループの形成を結
び付け，もっぱら外部変化によって生じる唱道
連携グループの変化を描こうとした。
（2）の政策の窓モデルは，問題，政策，政治
の 3つの流れが，相互に結び付いて政策変化を
生み出すプロセスを析出した。

表 1　5つのアプローチの説明能力

（1）制度
アプロー
チ

（2）集団・
ネット
ワークア
プローチ

（3）社会
経済アプ
ローチ

（4）合理
的選択ア
プローチ

（5）政策
アイディ
アアプ
ローチ

①政策安定性 高い 高い 中程度 高い 低い

②政策変化 低い 低い 中程度 中程度 高い

③政策分野
　ごとの差異 低い 高い 低い 高い 低い

④国ごとの差異 高い 低い 低い 低い 低い

出所：John （2012），p.181.

14︶ Latour （2005）は，「アクターネットワーク理論」
（ANT）という新しい集団・ネットワークアプ
ローチを展開としている。

15︶ John （2012）, p.12.
16︶ Ibid., p.179. 17︶,18︶ Ibid., p.181.
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（3）の断絶的均衡モデルは，政策の長期の安
定期間（均衡）が存在した後，短期の急激な変
化の期間があり，再び長期の安定期間（均衡）
に入る政策形成プロセスを明らかにした。
（4）の進化的モデルは，政策の窓モデルと同
様，新制度論にもとづいて漸進的な政策変化と
「大きな政策変化」を区別し，政策・制度・プ
ロセスの変化の解明に挑戦した 19）。
表 2は，4つの理論的枠組の政策形成の重要
な 4要素の説明能力を「高い」，「中程度」，「低
い」の 3段階で評価したものである。これによ
れば，（1）の唱道連携モデルの場合，政策ネッ
トワーク論と類似していることにより，政策安
定性の説明能力は高く，政策変化と政策分野ご
との差異の説明能力はいずれも中程度である。
（2）の政策の窓モデルの場合，政策安定性の説
明能力は低く，動態的モデルであることによ
り，政策変化の説明能力は高く，そして，政策
分野ごとの差異の説明能力は中程度である。
（3）の断絶的均衡モデルの場合，政策安定性と
政策変化の説明能力はいずれも高く，そして，
政策分野ごとの差異の説明能力は中程度である。
なお，（1），（2），（3）の 3つの理論的枠組の

国ごとの差異の説明能力はいずれも低い。これ
は，3つの理論的枠組のいずれもが，米国の政
策過程を前提に導出されたことに起因している
からであろう。

（4）の進化的モデルの場合，政策安定性，政
策変化および政策分野ごとの差異の説明能力は
いずれも高く，国ごとの差異の説明能力は中程
度である 20）。
ジョンによれば，公共政策についての優れた
説明とは，表 1と表 2で取りあげられている政
策形成の重要な要素，すなわち，①の政策安定
性と②の政策変化を明確に対比できることと，
③の政策分野ごとの差異と④の国ごとの差異を
理解できることの 2点である。このためには，
政策プロセスの一部に厳密に 5つのアプローチ
のうちの 1つのアプローチを適用するよりも，
上述の 5つのアプローチをすべて適用した統合
的で包括的な 4つの理論的枠組の方が優れてい
るのである。
（1）の唱道連携モデル，（2）の政策の窓モデ
ル，（3）の断絶的均衡モデル，（4）の進化的モ
デルの統合的で包括的な理論的枠組は，いずれ
も現代の政策プロセスの複雑性，流動性，不安
定性を前提にして，政策形成システムのさまざ
まなプロセスの相対的な重要性を理解し，説得
力のある因果関係を析出しようとしている。当
然，実際の政策プロセスは決して単純ではなく
複雑である。①の政策安定性と②の政策変化，
および③の政策分野ごとの差異と④の国ごとの
差異の解明に挑戦する際に，これら 4つの理論
的枠組は，いずれも出発点となり得る優れた理
論的枠組であるといえよう 21）。
本研究では，次の 3項において詳述する理由
から，4つの理論的枠組のうち（2）の政策の
窓モデルを出発点として採用する。

3．�政策の窓モデルの 2つの長所，貢献，およ
び改訂の方向性
キングダンは，1984年に政策の窓モデルを
提示した。政策の窓モデルは，2020年の現在
でも相変わらず，政策形成に関する最も基本的
な統合的で包括的な理論的枠組である 22）。そ

表 2　4つの理論的枠組の説明能力

（1）唱道連
携モデル

（2）政策の
窓モデル

（3）断絶的
均衡モデル

（4）進化的
モデル

①政策安定性 高い 低い 高い 高い

②政策変化 中程度 高い 高い 高い

③政策分野
　ごとの差異 中程度 中程度 中程度 高い

④国ごとの差異 低い 低い 低い 中程度

出所：John （2012），p.182．

19︶,20︶ Ibid., p.182. 21︶ Ibid., pp.182-183.
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こで 3項では，政策の窓モデルの 2つの長所，
貢献，および改訂の方向性を明らかにする。
〔 1〕政策の窓モデルの 2つの長所
政策の窓モデルは，任期が 4年の大統領制と
議会が二大政党制のもとにある米国の連邦政府
における特定の時期（第 2次世界大戦後から
1980年代まで）の保健と運輸という 2つ分野
の政策形成に関する事例研究のために提示され
たモデルである 23）。この政策の窓モデルの内
容は次の 2点にまとめられる。すなわち，（1）
単純かつ融通可能の高い「3つの流れのメタ
ファー」を用いつつも，非常に理論的なゴミ箱
モデルにもとづいて構築されている。（2）不確
実性とあいまい性のもとでの政策形成プロセス
を解明するために，いかなる事例研究にも適用
可能な「政策の窓」や「政策企業家」等の諸概
念が提示されている 24）。
このような政策の窓モデルは，次の 2つの大
きな長所をもっている。
第 1に，政策形成プロセスの大部分が説明可
能であることである。これにより，他の政策形
成モデルに対する洞察を提供することができ
る。政策の窓モデルは，政策形成のコアとなる
段階を統合し，各段階における①制度，②政策
ネットワーク，③社会経済的過程，④参加者の
選択，⑤参加者が保有するアイディア，の 5つ
の要素の役割を説明しており，政策形成の統合
理論といえる 25）。政策の窓モデルの場合，明
確な枠組の形成および考慮されるこれら 5つの
要素は必要にして十分であり，これら要素間の

相互作用が分析可能である 26）。
第 2に，政策の窓モデルは直感的に理解可能
であり，新制度論や唱道連携モデル 27）等の他
の理論的枠組に比して，利用への「参入障壁」
が低いことである。政策の窓モデルの場合，研
究者は，仮説を検証したり政策の一般理論を提
示したりするための詳細なコードブックを必要
としない。彼らは，キングダンの 1冊の著書
（あるいはその 2～3章）を読むだけで，理論的
に洗練された価値のある事例研究を行うことが
できる。たとえば，政治の流れと政策の流れの
合流方法は，国，時期，政策分野によって異な
るが，研究者たちはいずれも共通の言葉を用い
て事例を分析している。「3つの流れのメタ
ファー」も非常に分かりやすく，政策形成の専
門家でなくても，政策の窓モデルを理解し利用
することができる 28）。
〔 2〕政策の窓モデルの貢献
このような 2つの大きな長所をもつ政策の窓
モデルは，ケアネニー＆ジョーンズによれば，
2020年の現在までに次の 2点の大きな貢献を
してきた 29）。
第 1の貢献として，政策の窓モデルは，断絶
的均衡モデルや進化的モデルを含む進化論的な
政策形成理論を発展させたことがあげられ
る 30）。政策の窓モデルの場合，実現可能な政
策案は，ある参加者によって生成・特定化さ
れ，別の参加者によって融和され，見慣れた要

22︶ Kingdon （1984, 2011）.
23︶ Kingdon （1984）は，①健康維持機構，②カー

ター政権下での国民健康保険，③規制緩和（航
空・トラック輸送・鉄道），④水路の利用者料金，
の 4つの事例研究を試みている。

24︶ 政策の窓モデルとゴミ箱モデルの概要に関して
は，本稿Ⅲ節の〔1〕政策の窓モデル。

25︶ John （2003）, p.487, Cairney & Jones （2015），
p.41．これら 5 つの要素は，本稿のⅡ節 2 項で
検討した John（2012）の 5 つのアプローチに対
応している。

26︶ Cairney & Heikkila （2014,  pp.375-376）は，
John （2003）とは異なり，統合理論の要素とし
て①参加者の選択，②制度，③政策ネットワー
ク，④参加者が保有するアイディア，⑤コンテ
クスト，⑥出来事の 6つをあげている。

27︶ Jenkins-Smith, Nohrstedt, Weibles & Sabatier 
（2014）.

28︶ Cairney & Jones （2015）, p.38.
29︶ Cairney & Jones （2015）.
30︶ Kingdon （2011, p.227）は，突然の急激な「大

きな政策変化」に関連して複雑系理論を検討し
て い る。 複 雑 系 理 論 に 関 し て は，Waldrop 
（1992），風間（2011）。
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素と結び付き，技術的実現可能性，価値受容
性，予想コスト等を変化させる。新しい政策案
は，既存の実践（利益集団や政策企業家の政策
独占）と一致する場合にのみ変化したものにな
る。
ボームガートナー＆ジョーンズは，この政策
の窓モデルとは異なる断絶的均衡モデルを提示
した。断絶的均衡とは，長期にわたる政治的安
定と政策案の連続性が，不安定性と急速な変化
によって中断されることを指している 31）。な
お断絶的均衡モデルにおいても，政策の窓モデ
ルにおける政策案の漸進的な変化の概念は，関
連する概念として重要であることには変わらな
い 32）。
第 2の貢献として，政策の窓モデルは，広範

で詳細な実証研究を促進してきたことがあげら
れる。上述のように，1984年，キングダンは
政策の窓モデルを提示した。しばらくの間，政
策の窓モデルの最大の課題は，よく知られたモ
デルであるにもかかわらず，ほとんど利用され
ないことであった。しかしその後，政策の窓モ
デルにもとづく実証研究は，非常に活発に行わ
れるようになり，興味あるさまざまな結果を生
み出している 33）。
たとえば，ジョーンズ他の調査によれば，

2000年から 2013年の期間に，政策の窓モデル
にもとづいて研究され，英語で公刊された査読
付き論文は 311にのぼっている。研究対象の国
は，北米（167），欧州（205），オセアニア
（26），アジア（46），アフリカ（26），南米（7），
の延べ 477ケ国である。分析された統治のレベ

ルは，連邦政府・国（52％），超国家（13％），
地方自治体（15％），州（12％），地域（8％），
と多岐にわたっている。政策分野は，健康
（28％），環境（20％），統治（14％），教育
（8％），福祉（7％），その他（23％），の全部で

22とさまざまである。研究者は世界中に広がっ
ている 34）。
〔 3〕政策の窓モデルの改訂の方向性
政策形成システムは，後掲の図 2に示される

ように，政府内部と周辺の参加者による，①問
題の認識・定義にもとづくアジェンダの設定，
②複数の多様な政策案の生成・特定化，③政策
案の選択による政策の正式な決定・正当化，の
3つのプロセスからなる 35）。この参加者によっ
て形成される政策も知識の塊である。したがっ
て，政策形成プロセスは知識創造プロセスであ
る。
この政策形成システムが，変化する社会にダ
イナミックに対処するためには，受動的に適応
するだけでなく，能動的に社会と相互作用を行
う必要がある。すなわち，政策形成システムは
自己変革しなければならない。その際，政策形
成システムは，単に情報・知識を効率的に処理
するだけでなく，新たな情報・知識を創造する
組織でなければならない。

31︶ 「断絶的均衡」の進化の概念は，漸進的な種の進
化論に疑問を投げかけた。この概念によれば，
種の進化は小さな変化の蓄積によるものではな
く，短期間の急激な変化により断続的に生じ，
再び安定的な状態になる。Baumgartner & Jones 
（1993，Chap.1） は，「断続的均衡」の進化概念
を政策形成プロセスの記述のために適用した。
Baumgartner, Jones & Mortensen （2014）.

32︶ Cairney & Jones （2015）, pp.42-44.
33︶ Ibid., p.37.

34︶ Jones et a l .  （2015）. Cairney & Jones （2015, 
p.37）によれば，政策の窓モデルは，研究論文
において 12,000 回以上引用されている。

35︶ 小島（2003），p.20。野中・竹内は「組織的知識
創造のファイブ・フェイズ・モデル」を提示し
ている。このモデルは，①暗黙知の共有，②コ
ンセプトの創造，③コンセプトの正当化，④原
型構築，⑤知識の転移，の 5 つのフェイズから
なっている。このうち，①の暗黙知の共有は，
本稿の図 2の政策の窓モデルの射程における「問
題の認識・定義にもとづくアジェンダの設定」，
②のコンセプトの創造は「複数の多様な政策案
の生成・特定化」，③のコンセプトの正当化は
「政策案の選択による正式な決定・正当化」，④
の原型構築は「決定・正当化された政策の実行」，
の各プロセスに対応していると考えられる。野
中・竹内（1996），pp.124-132。
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そのためには，政府内部と周辺の参加者は，
変化する社会に受け身であってはならず，革新
的な政策の積極的な形成者・推進者でなければ
ならない。このような参加者からなる政策形成
システムは，既成の知識体系を打ち壊しなが
ら，革新的な思考や行動を生み出すものでなけ
ればならない。
以上のような観点からすると，キングダンの
政策の窓モデルにおいては，政策形成における
能動的な知識創造プロセスが十分に考慮されて
いないという問題点が存在する。
このような政策の窓モデルの第 1の問題点
は，政策の窓モデルがコーエンらのゴミ箱モデ
ルに依拠していることに起因している 36）。そ
こでゴミ箱モデルの概要をごく簡単に紹介し，
その問題点を指摘する。
コーエンらは，人間の問題解決と意思決定の
本質は，あいまいさと非合理性であると主張し
た。そして「組織化された無秩序」とよばれる
組織の意思決定を理解するために，ゴミ箱モデ
ルを提示した。「組織化された無秩序」として
の組織は，問題のある選好，不明確な技術，流
動的な参加の 3つの特徴をもっている。このよ
うな組織には，問題の流れ，解の流れ，参加者
の流れ，選択機会の流れの 4つの独立の流れが
存在する。選択機会が組織の中を漂うと，さま
ざまな参加者が選択機会に関与してくる。さま
ざまな問題が選択機会に投げ込まれ，さまざま
な解が検討される。かくして選択機会は 1つの
ゴミ箱に，さまざまな問題，解，参加者は，そ
れぞれゴミ箱に投げ込まれるゴミに見立てられ
る。そして最終的に，組織において問題が解決
されるか，あるいは未解決のままに終わるか
は，ゴミ箱の中の 3つの流れである問題の流
れ，解の流れ，参加者の流れの合流に大きく依

存する。すなわち，①解と問題が結び付くの
か，②参加者間の頻繁な相互作用があるのか，
③問題，解，参加者のほとんど偶然の結び付き
が存在するのか否か，に大きく規定される 37）。
以上の簡単な紹介から分かるように，ゴミ箱
モデルは，組織におけるあいまいさや非合理性
が果たす役割を指摘している 38）。しかし同時
に，ゴミ箱モデルは次のような問題点をもって
いる。（1）組織を事前に計画し演繹的に思考す
るシステムではなく，すでに起こったことを後
から意味づける感知システムであると特徴づけ
ている 39）。（2）ゴミである問題，解，参加者
がゴミ箱に投げ込まれる以前のプロセスは一切
考慮されておらず，それらがゴミ箱に投げ込ま
れた以後のプロセスしか議論されていない。
（3）参加者が個人として思いつく適切な問題や
解のほとんどは偶然の産物であるという前提に
立っている 40）。（4）したがって，組織の問題
解決は，問題，解，参加者のほとんど偶然の結
び付きに任されており，能動的な知識創造プロ
セスとしては捉えられていない。
政策の窓モデルの第 2の問題点は，政策形成
を極めて能動的な知識創造プロセスとして捉え
るという観点からすると，考慮されている要因
が不十分なことである。すなわち，後掲の表 6

に示されるように，政策の窓モデルにおいて
は，政策コミュニティ（政策形成の場），政策
企業家，政策形成の問題の流れ，政策の流れ，
政治の流れは考慮されている。しかし（1）政
策形成の場，（2）政策企業家の役割，（3）知識
資産の 3つに関する考慮，がいずれも不十分で
ある。
まず（1）政策形成の場に関しては，政策案

が生成・特定化される場は考慮されているが，
問題が認識・定義される場と，政治が生成・展
開される場が考慮されていない。次の（2）政
策企業家の役割に関しては，①問題の関心を高

36︶ ゴミ箱モデルの特徴と適用例については，
Cohen, March & Olsen （1972, 1976）, March & 
Olsen  （1976）, March  & Weiss inger-Bayron
（1986）, Mucciaroni （1995）。

37︶ 小島（2003），pp.12-15。
38︶,39︶,40︶ 野中 ･ 竹内 ︵1996︶︐ p.56｡
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める，②得意とする政策案を推し進める，③問
題・政策・政治を結び付ける，という 3つの役
割に限定して考慮されているのみである。最後
の（3）知識資産（ストック）に関しては，問
題のリストであるアジェンダは考慮されている
が，政策案のストックである政策状況と，政治
のストックである政治状況は考慮されていな
い。これらの点は，政策の窓モデル自体の問題
点である 41）。
本研究の理論的枠組である新・政策の窓モデ
ルの導出に際しては，以上の第 1のゴミ箱モデ
ルに依拠していることによる問題点と，第 2の
政策の窓モデル自体の問題点を解消する必要が
ある。

Ⅲ　新・政策の窓モデルの導出

本研究は，わが国における非営利法人制度改
革の事例研究である。
事例研究に際しては，特定の明確な概念と理
論的枠組にもとづく分析によってはじめて，分
析結果から理論構築を行うことが可能になると
われわれは考えている。本研究においても，特
定の明確な概念や理論的枠組にもとづいて分析
が行われる 42）。

図 1は，本研究における新・政策の窓モデル
の導出プロセス示したものである。以下図 1を
説明する。
②の政策の窓モデルは，基本的に①のゴミ箱
モデルの考え方に依拠して導出された（①ゴミ
箱モデル→②政策の窓モデル）。具体的には，
政策の窓モデルにおいては，意思決定モデルで
あるゴミ箱モデルの諸概念が，政策形成の解明
という目的に合致するように修正されるととも
に，必要に応じて独自の概念（政策の窓，政策
企業家 43）等）が追加されている。
④の改訂・政策の窓モデルは，この②の政策
の窓モデルに③の組織的知識創造モデルの構成
概念の一部を適用することによって構成され
た。その結果，改訂・政策の窓モデルにおいて
は，政策形成の場，政策アクティビストの役

小島

図 1　新・政策の窓モデルの導出プロセス

41︶ 政策の窓モデルと新・政策の窓モデルの比較は，
本稿のⅢ節 10項の表 6に示される。

42︶ 小島（2003），p.7，小島・平本（2011），p.7。
43︶ 政策の窓モデルにおける「政策企業家」は，新・

政策の窓モデルにおいては「政策アクティビス
ト」として分析される。政策の窓モデルにおけ
る「政策企業家」，組織的知識創造モデルにおけ
る「ナレッジ・アクティビスト」，新・政策の窓
モデルにおける「政策アクティビスト」は，い
ずれも類似の概念である。ただし，新・政策の
窓モデルの「政策アクティビスト」は，政策の
窓モデルの「政策企業家」に比して，より主体
的かつ能動的な役割を担うことが想定されてい
る。社会変革のための草の根のアクティビスト
の具体的戦略については，Shaw（1996）。小島
ibid., pp.27-28。
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割，知識資産の概念は，政策の窓モデルにおけ
るよりも大幅に拡張された 44）。
さらに，改訂・政策の窓モデルにおいては，

「事例に適合した区分による年代記分析」の方
法論が適用された。新・政策の窓モデルにおい
ては，④の改訂・政策の窓モデルにおける知識
資産の概念がさらに拡張されるとともに 45），
上記の「事例に適合した区分による年代記分
析」に代わって，次の 3つの理由から，新たに
「前史・形成期・実現期の普遍的な区分による
年代記分析」の方法論が適用される。
第 1に，前史，形成期，実現期において実質
的に異なる政策形成活動が展開されるからであ
る。その結果，第 2に，全史を通じて膨大かつ
豊富なデータが，各期の政策形成活動の特徴に
応じて，より理解しやすく整理できるからであ
る。さらに，第 3に，政策形成に携わる参加者
が各期に何に注目すべきかを意識させる役割を
果たすからである。
筆者らは，すでに小島（2003）において，上
述の④の改訂・政策の窓モデルを提示し，「事
例に適合した区分による年代記分析」の方法論
を適用し，NPO法の立法過程の事例研究を試
みている 46）。その際，この「事例に適合した
区分による年代記分析」は，全史をいくつの期
間に区分するのが適切かに関する根拠が曖昧で
あり，期間の区分が分析者の恣意に任されると
いう問題点をもっていた。そこでこの問題点を

克服するために，新・政策の窓モデルにおいて
は，「前史・形成期・実現期の普遍的な区分に
よる年代記分析」の方法論が適用されるのであ
る。
なお，本稿の新・政策の窓モデルの導出に際
しては，小島（2003）の改訂・政策の窓モデル
の提示の際の文章・図表等が大幅に改善される
とともに，小島 ibid.の文章・図表等と重複す
る箇所にはその出所が注で明記される 47）。

1．政策の窓モデルと組織的知識創造モデル
〔 1〕政策の窓モデル
キングダンは，上述のように，米国連邦政府
における特定の時期（第 2次世界大戦後から
1980年代まで）の保健と運輸という 2つの分
野の政策形成の事例研究のために，政策の窓モ
デルを提示した。その際，彼は次のように述べ
ている。
「私は，数年前，研究者たちが，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
らないことを確信した。彼らは，「問題がいか
にして決定されるのか」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」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，かなりの知識を蓄積してきた。しか
し，政策の決定に先行するプロセスは未知の領
域である 48）」。
モデルの射程　図 2は政策の形成・実行のプ

ロセスを示したものである。これによれば，政
策の形成・実行は，①問題の認識・定義にもと
づくアジェンダの設定，②複数の多様な政策案
の生成・特定化，③政策案の選択による正式な
決定・正当化，④決定・正当化された政策の実
行，の 4つのプロセスから成り立っている。な

44︶ 改訂・政策の窓モデルにおいては，本稿の表 6
に示されるように，知識資産として，政策の窓
モデルにおける問題のリストである「アジェン
ダ」に加えて，政治のストックである「政治状
況」が考慮された。

45︶ 新・政策の窓モデルにおいては，本稿の表 6 に
示されるように，知識資産として，改訂・政策
の窓モデルにおいて考慮された「アジェンダ」
と「政治状況」に加えて，政策案（アウトプッ
トとプロセス）のストックである「政策状況」
も考慮される。

46︶ 小島（2003）における NPO 法の全立法過程は，
全部で 6期に区分され分析された。Ibid., p.50。

47︶ Ibid., pp.7-49。
48︶ Kingdon （2011）, p.xi, 小島 ibid ., p.16。
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お，政策案とは，「政策形成に際して問題の答え
になりうるアイディアや方法である」。また，
政策の決定・正当化は，新しく創られた政策案
が社会にとって本当に価値があるか否かを決定
する一種のふるい分けのプロセスである 49）。
①と②のプロセスのどちらが時間的に先行す
るかは，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い。たと
えば，ある問題は「政府アジェンダ」に上程さ
れるが，その後，法律案が議会を通過しない場
合もある。さらに法律案の通過は，立法趣旨に
もとづいた政策の実行を必ずしも保証するもの
ではない 50）。
政策の窓モデルは，図 2の③の「正式な決

定・正当化」と④の「決定・正当化された政策
の実行」の前提となる，①の「アジェンダの設
定」と②の「政策案の生成・特定化」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 51）。
具体的には，次の 4つの疑問に答えようとす
る。（1）いかにして問題は認識・定義されるの
か。（2）いかにして政策案が生成・特定化され

るのか。（3）いかにして政治的出来事は問題と
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は問題と政策案に結び付く
のか 52）。従来，これら 4つの疑問は，不完全
な形でしか答えられてこなかった 53）。
図 2の①のプロセスにおける「アジェンダ」

という単語は，政府の政策というコンテクスト
においてさえ，実に多様な使われ方をする 54）。
しかし，政策の窓モデルにおいて重要な概念で
ある「アジェンダ」は，次のように正確に定義
されている。
アジェンダとは，「政府内部と周辺の参加者

がある特定の時機に真剣に注目している問題の
リストである 55）」。たとえば，国土交通相や衆
議院・参議院運輸委員会の議員は，大量輸送機
関の建設のコスト，高速道路の路面劣化，航空
規制によって生み出される非効率性，港湾での
タンカーの原油漏れ等の問題を一定の期間にわ
たり考察する。その際，彼らは，実際には，政
府内部と周辺の参加者が注目する全ての考えら
れる問題のセットの中から，いくつかの特定の
問題に注目の焦点を合わせる。したがって「ア
ジェンダの設定」は，全ての考え得る問題の
セットを実際に注目される問題のセットにまで

出所：Kingdon （2011）, pp.2-3，小島（2003）, p.16。

図 2　政策の窓モデルの射程

49︶ 小島（2003）。
50︶ Kingdon （2011）,小島 ibid., p.17。
51︶ 小島 ibid.。

52︶ Kingdon ibid..
53︶ Kingdon ibid., p.2, 小島 ibid.。
54︶,55︶ Kingdon ibid., p.3.
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狭めるプロセスである 56）。
もちろん，アジェンダのリストは，政府の部
局ごとで異なる。たとえば，首相や官房長官
は，アジェンダとして国際危機，大きな法案の
提出，経済状態，大きな予算決定のような「最
も大きな」項目を持っている。厚生労働省や国
土交通省の各官僚のアジェンダのように，より
専門化したアジェンダもある 57）。
また，「政府アジェンダ」と「決定アジェン

ダ」とは区別されなければならない。後述され
るように，政府アジェンダと決定アジェンダ
は，多少異なるプロセスによって影響されるか
らである。このうち政府アジェンダは，政府・
内部と周辺の参加者によって注目を集めつつあ
る問題のリストである。他方，決定アジェンダ
は，政府アジェンダの中で積極的な決定の候補
になっている問題のリストである 58）。
アジェンダになる問題のリストとは別に，上
掲の図 2のプロセス②における政府の行動に関
する複数の多様な政策案のリストは，政府内部
と周辺の参加者によって真剣に考察される 59）。
上述のように，これら政策案の生成・特定化
は，政策案の大きな集合を実際に選択される集
合にまで狭めるプロセスである 60）。
政策形成を分析する際，上述のアジェンダと
政策案を区別することは，非常に有用である。
今日のアジェンダの設定に関する研究の多くに
は，しばしば，アジェンダと政策案の両者が同
時に含まれていたりする。したがって，アジェ
ンダと政策案の間に明確な境界線を引くこと
は，必ずしも容易ではない。重大な危機や首相
や主要議員がアジェンダを実質上決定している
と主張する研究者もいれば，政策専門家や技術
者がアジェンダに極めて大きな影響を及ぼして
いると主張する研究者もいる。おそらく，政府
の政策の決定の前提となるプロセス，すなわ

ち，「アジェンダの設定」と「政策案の生成・
特定化」の 2つのプロセスは，それぞれ全く異
なったプロセスによって支配されている。首相
は政府アジェンダの設定において重要であり，
政策専門家は政策案の作成において重要であ
る。首相は政府や議会のアジェンダを支配でき
るが，議員たちが検討する政策案を統制するこ
とはできない。したがって，アジェンダと政策
案を区別することの意義は大きいのである 61）。
以上の点を考慮して，以下本稿では「政府ア
ジェンダ」は，階層構造の 1番上位に位置する
最も一般的で大きなアジェンダを指す。そして
単に「アジェンダ」と表記された場合には，こ
の「政府アジェンダ」を指す場合もあるし，あ
るいは，「公益法人制度改革」や「NPO法と寄
付税制の改正」のような「政府アジェンダ」を
構成する 1つの問題である専門的で小さなア
ジェンダを指す場合もある。本文中の「アジェ
ンダ」が両者のいずれであるかは，文脈から判
断可能である 62）。
モデルの概要　上述のように，キングダンは

「アジェンダの設定」と「政策案の生成・特定
化」のプロセスを理解するために，ゴミ箱モデ
ルの考え方に依拠して政策の窓モデルを提示し
た。そこで政策の窓モデルの概要を説明する前
に，すでにⅡ節 3項でごく簡単に紹介したゴミ
箱モデルをもう少し詳細に説明する。
コーエンらは，彼らが「組織化された無秩

序」と呼ぶ組織の意思決定を理解しようとし
た 63）。具体的には，彼らは大学を分析対象組
織として取りあげ分析している 64）。組織化さ
れた無秩序には，①問題のある選好，②不明確
な技術，③流動的な参加，の 3つの一般的特徴
がある。
このような「組織化された無秩序」と呼ぶ組

56︶,57︶ Kingdon ︵2011︶, p.3.
58︶ Ibid., pp.3-4.
59︶,60︶,61︶ Ibid., p.4.

62︶ 小島（2003）, pp.20-21。
63︶ Cohen, March & Olsen （1972）, Kingdon ibid., 

p.84, 小島 ibid., p.12。
64︶ Kingdon ibid.,小島 ibid.。
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織には，問題の流れ，解の流れ，参加者の流
れ，選択機会の流れの 4つの流れが存在する。
各流れは独自の生命をもち，他の流れとはほと
んど無関連に流れている 65）。そして「組織化
された無秩序」において，問題が解決される
か，あるいは未解決のままに終わるかは，ゴミ
箱の中の 3つの流れの合流に大きく依存する。
すなわち，①解と問題が結び付くのか，②参加
者間の頻繁な相互作用があるのか，③解，問
題，参加者の主として偶然の結び付きが存在す
るのかに大きく規定される 66）。
ゴミ箱モデルによれば，参加者は，必ずしも
論理的手順にもとづいて意思決定するわけでは
ない。つまり，問題を定義して可能な解を詳細
に検討した上で，最小コストで問題が解決され
るような解を合理的に選択するとは限らない。
むしろ，特定の解を持つ参加者が，その解に適
合する問題を探索する場合も多いのである。ゴ
ミ箱モデルでは，問題と解が，組織内の独立の
流れとして同等に重要である 67）。
以上のような論理構造を持つゴミ箱モデル
は，連続的・増分的すなわち漸進的な小さな変
化ではなく，突然の急激的な「大きな変化」を
説明するのに適している。なぜなら，意思決定
状況における新しい流れの合流は，急激な変化
を生み出す可能性をもつからである 68）。
政策の窓モデルにおいては，ゴミ箱モデルの
諸概念が政策形成の解明という目的に合致する
ように修正されるとともに，必要に応じて独自
の概念が追加されている。
政策の窓モデルでは，ゴミ箱モデルの「組織
化された無秩序」と「4つの流れ」の 2つの概
念は次のように修正されて引き継がれている。
政府内部と周辺の人々を参加者とする政策形成
に関する組織，すなわち政策形成システムも
「組織化された無秩序」とみなされる。ただし，
政策の窓モデルは，プロセスの構造とパターン

の発見を意図しており，その強調点は「無秩
序」よりもむしろ「組織化された」にある。こ
の点でゴミ箱モデルと若干異なる。しかし，①
問題のある選好，②不明確な技術，③流動的な
参加の 3つの一般的特徴を認める点は，ゴミ箱
モデルと同じである 69）。また，政策の窓モデ
ルの 3つの流れ（問題の流れ，政策の流れ，政
治の流れ）は，ゴミ箱モデルの 4つの流れ（問
題の流れ，解の流れ，参加者の流れ，選択機会
の流れ）とは若干異なるが，基本的な論理構造
は同じである 70）。
政策の窓モデルでは，ゴミ箱モデルにはない
が必要であるとして，「政策の窓」と「政策企
業家」の 2つの概念が追加されている。以下政
策の窓モデルをごく簡単に紹介する。
政策形成システムには，3つの独自のパター

ンを持った独立の流れがある。これらの流れは
上から順に問題の流れ，政策の流れ，政治の流
れであり，いずれも左から右へ，時間とともに
流れており，時に政策の窓が開くことによって
合流する。この政策の窓は，参加者のうちでも
とりわけ重要な政策企業家が，自らが得意とす
る政策案をおし進めたり，特定の問題を他の参
加者に注目させる好機を指している。政策の窓
には，問題の窓と政治の窓の 2種類がある。こ
の問題の窓もしくは政治の窓が開くことを契機
に，さまざまな参加者によって問題の流れの中
に投げ込まれる問題（過去に投げ込まれた問題
を含む），あるいは政治の流れの中に投げ込ま
れた政治（過去に投げ込まれた政治を含む）が
それぞれ，その開いた問題の窓もしくは政治の
窓を通って，政策の流れの中に入り浮遊してい
る 71）。
政策の流れの中では，政策案（過去に投げ込
まれた政策案を含む）・問題・政治の 3つが，
全く偶然だけでなく，必ずしも能動的とはいえ

65︶ Kingdon （2011）, p.85,小島（2003）, p.14。
66︶,67︶,68︶ Kingdon ibid., p.86,小島 ibid., p.15｡

69︶ Kingdon ibid.,小島 ibid., p.17。
70︶ Kingdon ibid..
71︶ 小島 ibid., p.18。
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ない政策企業家により 1つのパッケージを構成
する場合がある。このような 1つのパッケージ
を構成した問題は，政府アジェンダに上程さ
れ，その優先順位が上がる可能性は劇的に大き
くなる。そして政策形成システムにおいて，こ
れら問題と政策案が正式に決定・正当化される
可能性は非常に大きくなる 72）。
〔 2〕組織的知識創造モデル
Ⅱ節の 3項で述べた政策の窓モデルの第 2の
問題点，すなわち，政策形成が必ずしも能動的
とはいえない知識創造プロセスと捉えられてい
る点を改訂する際に参考になるのが，野中・竹
内によって提示された組織的知識創造モデルで
ある。
組織的知識創造モデルの基本的前提は次の 4

つである。（1）知識とは「正当化された真なる
信念（belief）である」。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い。（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」と，言葉や文章で表現できる客観的
な「形式知」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
に変換される。（4）組織の知は，暗黙知と形式
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 73）。
この組織的知識創造モデルは，①「SECIモ

デル」74），②知識創造を促進する「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知識創造プロセスのイン
プットでありアウトプットである「知識資産」，
の 4つの要素から構成されている。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
知識創造が展開される 75）。
彼らのモデルは，政策形成プロセスを直接に
分析対象とするものではない 76）。しかし，組
織的知識創造モデルは，営利企業や NPOのよ
うな単一組織における知識の塊であるイノベー
ションの形成プロセスを極めて能動的な知識創
造プロセスとして捉えている。このイノベー
ションを極めて能動的な知識創造プロセスとし
て捉えている点が，上述のゴミ箱モデルや政策
の窓モデルとは異なっている 77）。
政府内部と周辺の参加者によって形成される
政策も知識の塊である。したがって，政策を形
成するプロセスは，知識を創造するプロセスそ
のものと考えることができる。こうした視点に
立てば，組織的知識創造モデルの構成概念の一
部を政策形成プロセスの解明に適用することは
有益である 78）。これにより，組織的知識創造
モデルは，政策の窓モデルの改訂によって得ら
れる 1つ目の長所である「政策形成が極めて能

72︶ Kingdon （2011）, pp.86-89,小島（2003）。
73︶ 野中（1990），野中・竹内（1996），野中・梅本
（2001），小島 ibid., p.19。

74︶ 本文の 4 つの前提にもとづけば，「知識変換」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（Socialization）で
ある。第 2 は，その共通の暗黙知から明示的な
言葉や図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

わ 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面化（Internalization）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「SECI モデル」と呼ば
れる。野中 ibid., 野中・竹内 ibid., 野中・梅本
ibid., 小島 ibid.。

75︶ これら 4 つの要素の相互関係に関しては，
Nonaka, Toyama & Konno（2001）, 小島 ibid., 
pp.19-20。

76︶ 野中・大串（2003）は，Bhaskal（1993）の弁
証法を用いて，組織的知識創造モデルを単一組
織ではなく，政策形成システムの現象解明に適
用する野心的試みに挑戦している。

77︶ 小島 ibid., p.19。
78︶ 小島 ibid., p.20。
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動的な知識創造プロセスとして分析可能であ
る」に貢献する。
さらに，組織的知識創造モデルは，たとえ

ば，単一の製品イノベーションにとどまらず，
その知識創造の方法は，他の製品イノベーショ
ンや組織イノベーションにも波及していくプロ
セスを描写可能である。こうしたモデルの連鎖
的な動態性は，政策形成の「前史・形成期・実
現期の普遍的な区分による年代記分析」に際し
ても参考になる。

2．参加者と政策形成の場
なぜ特定の問題が政府アジェンダに上程され
る一方で，他の問題が無視されるのか。なぜ特
定の政策案が，他の政策案よりも真剣に注目さ
れるのか。これらの疑問に対する答えは，（1）
参加者 79）と政策形成の場と（2）アジェンダと
政策案に影響を及ぼすプロセスの 2つに関わっ
ている 80）。
まず本項では，第 1の答えに関わる「参加者
と政策形成の場」が説明される。具体的には，
最初に，参加者が政府内部の参加者と政府周辺
の参加者に大別され，各参加者の誘因や資源が
説明される。次に，参加者が「目立つ参加者」
と「目立たない参加者」に区分され，これら参
加者のアジェンダの設定と政策案の生成・特定
化における重要性が説明される。最後に，各参
加者の活動の舞台である「政策形成の場」が説
明される。なお，第 2の答えに関わる「アジェ
ンダと政策案に影響を及ぼすプロセス」につい
ては，3～6項で説明される。
〔 1〕政府内部の参加者
首相　首相に代表される政府が，ある特定の
問題を最も重要であるとみなすと，他の参加者
もそのようにみなすことになる。この政府の決

定によって，他の政府の場合にはアジェンダに
上程されたかもしれないような問題でも，当面
棚上げになることがある 81）。なお「政府」と
いう場合，首相と官房長官を含む大臣の 2つの
参加者のどれか 1つか，あるいはそれらの組合
わせを指している。
その首相も政府アジェンダ全体を統制するこ
とは不可能である。というのは，首相が統制で
きない多くの出来事が，さまざまな参加者の問
題や首相自身のアジェンダに影響を及ぼすから
である。このように首相は，政府アジェンダに
大きな影響を及ぼすことができるが，他方，真
剣に検討される政策案を左右したり，最終的な
政策の決定・正当化を行うことはできない 82）。
首相が政府アジェンダの設定に非常に大きな
影響を及ぼす資源としては，①衆議院解散権な
どの法的特権，大臣の事実上の任命権・罷免
権，法律案の調整権限等の制度的資源，②意思
決定を調整する際の有利な立場にいるという組
織的資源，③人々の関心を集めて仲間の党員や
国会にアピールできること，の 3つがあげられ
る 83）。
官房長官を含む大臣　官房長官は首相に責任
を負い，首相に対する個人的なアドバイザーで
ある。しかし，官房長官が政府アジェンダの設
定の参加者として余り重視されないのは，多く
の問題が政府の下位単位である省庁に割り振ら
れ委譲されているからである 84）。
大臣は首相によって事実上任命される。大臣
は首相の承認と指揮系統から自らの権限を獲得
しており，政策形成システムにおける重要な参
加者である。これら大臣は，首相や省庁のキャ
リア官僚・議員よりも任期が短く，短期間に成
果をあげようとする 85）。
大臣は少なくともアジェンダ設定に関する限

79︶ 本研究における政策形成の「参加者」は，原則
として組織であるが，政策アクティビストなど
の個人も含まれている。

80︶ Kingdon （2011）, p.196.

81︶ Kingdon （2011）, p.21, 小島（2003）, p.22。
82︶ Kingdon ibid., pp.23-24, 小島 ibid.。
83︶ Kingdon ibid., pp.24-25, 小島 ibid.。
84︶ Kingdon ibid., p.27, 小島 ibid., p.37。
85︶ Kingdon ibid., p.30, 小島 ibid., pp.37-38。
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り，キャリア官僚や政府周辺の参加者よりも重
要である。しかし各大臣は，政策案を生成・特
定化したり政策を決定・正当化する際には，首
相の意向を無視できない 86）。なお，専門化し
た政府アジェンダの設定に関しては，大臣が
トップにいる直接的トップダウン・モデルが最
もうまく適合していることが多い 87）。
キャリア官僚　キャリア官僚は，政府アジェ
ンダの設定にほとんど影響を及ぼさない 88）。
彼らは，政策の実行と，部分的ではあるが政策
案の生成・特定化により大きな影響を及ぼす。
というのは，キャリア官僚は，決定・正当化さ
れた政策の実行に没頭しており，問題の認識・
定義やその問題のアジェンダへの上程に割く時
間をほとんどもっていないからである。しばし
ば出世第一主義者である彼らの資源は，①長期
在職，②専門的知識，③利益集団や議員との緊
密な関係，④プログラムに込められた原則への
献身，⑤プログラム拡張への関心，⑥持久力等
である 89）。
議員・国会　国会は次の 7つの特徴をもって
いる。（1）国民の代表である議員が活躍する場
である。（2）憲法上確立されたさまざまな権限
の宝庫である。（3）メディアや世論の注目を受
ける対象である。（4）議員と同じ数だけの調整
困難な問題を生み出す。（5）自ら行った意思決
定の結果の実行を統制できない。（6）詳細な政
策案の生成・特定化に必要な専門能力を有して
いない。（7）利益集団，選挙区や政権の圧力に
翻弄される。このため，国会は独自のアジェン
ダを設定することができない 90）。
議員は，多くの他の参加者とは異なり，政府
アジェンダに影響を及ぼすとともに，その政策
案を統制するための法的な力をもっている 91）。

このため，政策の変更を目指す政策アクティビ
ストは，自らの政策案を修正したり，時には政
策案を引っ込めたりする。政府は，国会の支持
を取り付けるための膨大な政策案のリストを常
に用意するとともに，国会が受容しやすい形
式・内容の法案を作成する 92）。議員の資源は，
①国会の立法権，②国会が広範な広報活動を行
うことができる立場，③法案に関する情報，政
治状況の情報，研究者や利益集団の情報，キャ
リア官僚や有権者の情報等を組合わせることが
可能な立場，④政権や大臣よりも長い任期（参
議院議員の任期は 6年，衆議院議員の平均任期
は 2年 8ケ月）の 4つである 93）。
これら議員は，①法律案の提出，②国会の委
員会での質問，③自らの構想の公表等を通じ
て，政府アジェンダの設定に影響を及ぼす。も
ちろん，議員が政策案の生成・特定化に影響を
及ぼす場合もある。たとえば，議員立法に際し
ては，議員は議院法制局，市民団体，研究者等
と面接し，彼らの考え方を聞き，試案を世間に
発表し，最終的に政策案を生成・特定化する。
議院法制局　議院法制局は，国会議員の法制
に関する立案を補佐するために衆議院と参議院
のそれぞれに設けられおり，議員などからの依
頼を受け，議員立法の立案や照会への対応を通
じて，政策案の生成・特定化に影響を及ぼして
いる。議員スタッフは，法案の草稿作成，利益
集団との取引，公聴会の証人の手配，議員の演
説の草稿作成，議員への簡潔な状況説明等を行
う。議院法制局と議員スタッフは，議員が選択
した政策案の生成・特定化に大きな影響を及ぼ
す 94）。
〔 2〕政府周辺の参加者 95）

利益集団　利益集団は最も重要な政府周辺の
参加者である。この利益集団は，①ビジネス・

86︶ Kingdon （2011）, p.29, 小島（2003）, p.38。
87︶ Kingdon ibid., p.31, 小島 ibid.。
88︶ Kingdon ibid., p.30,小島 ibid., p.22。
89︶ Kingdon ibid., pp.33-34, 小島 ibid., pp.22-23。
90︶ Kingdon ibid., p.34,小島 ibid., p.23。
91︶ Kingdon ibid., p.35,小島 ibid.。

92︶ Kingdon ibid., pp.35-36.
93︶ Kingdon ibid., pp.36-38.
94︶ Kingdon ibid., p.42, 小島 ibid., pp.23-24。
95︶ Kingdon ibid., p.45.
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業界，②専門職，③労働者，④公益の 4タイプ
に区分される。このうち①，②，③の利己的団
体は，現在の利益や特権を守ることにしばしば
関心を持ち，従来から積極的なロビー活動を展
開してきた。他方，④のタイプである消費者，
環境保護主義者や市民立法の公益団体は，近年
活発なロビー活動を展開するようになった。な
お本稿では，「利益集団」と「市民団体」は同
義で用いられる 96）。
これら利益集団は，将来有望な問題に賛成す
るよりも，むしろ反対することにより，アジェ
ンダの設定に影響を及ぼす。利益集団は自ら問
題を認識・定義するようなことはしない。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，利益集団は自らが選好する
政策案を当該問題の議論の中へ挿入しようとす
る。もちろん，利益集団がアジェンダの設定に
影響を及ぼそうする場合もある 97）。
利益集団の資源は，①国政選挙の結果に影響
を及ぼす能力（全国の選挙区に地理的に分散し
ていること，メンバーや支持者を動員する能
力，集団の数と地位と富など），②団結力（集
団の意見が 1つにまとまっており，メンバー全
員の選好を真に代表していると政府に納得させ
ること）の 2つである。選挙に対する影響力と
団結力をもっている利益集団は，これらの資源
を有していない他組織に比して，初めから有利
な立場にある 98）。
研究者　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
して影響を及ぼす。アジェンダがひとたび設定
されると，政策形成者は自分たちの関心事に関
係があり，自分たちが抱える問題の解となる政

策案を研究者に依頼する。研究者が短期的な影
響力をもつ確実な方法は，政府の大きな委員会
や会議の責任あるポストに就任したり，委員会
や会議に出席し大勢の人々のために話をするこ
とである 99）。
メディア　マス・メディアは，しばしばア
ジェンダの設定に大きな影響を及ぼすと考えら
れている。しかし実際には，考えられているほ
ど重要ではない。マス・メデイアは，アジェン
ダの設定に対して直接影響を及ぼすことより
も，政府内で起きている出来事を報道すること
に力点を置いている。このようなマス・メデイ
アの間接的効果としては，（1）政治家に影響を
及ぼす世論に対して影響を及ぼすこと，（2）運
動を生じさせるのではなく，既にどこかで始
まっている運動を拡大させることの 2つがあげ
られる。特定の政策分野に特化したメディア
は，政策コミュニティ内のコミュニケーション
を促進し，結果的にアジェンダの設定と政策案
の生成・特定化にマス・メディア以上の影響を
及ぼすことがある 100）。
選挙公約・政党綱領　政治家は，選挙後の新
政権で重要な決定をおこなう首相や大臣に就任
するという潜在力を持っている。他方，政党
は，①綱領，②議会や国全体におけるリーダー
シップ，③支持者に対する主張，④自らが代表
するイデオロギー等の資源を有している。
選挙期間中の政治家の選挙公約や政党の多く

の綱領は，政治家が新政権の首相や大臣に就任
した場合には，政府アジェンダになる可能性が
ある。しかし，選挙公約や綱領が自動的に政府
アジェンダに上程されるわけではない。そのた
めには，首相の断固たる関与や，首相に約束を
守らせる支持者の存在が不可欠である。なお，
これら選挙公約や綱領は，一般に政策案が真剣
に検討されるほど具体的ではない場合が多く，
政策案の生成・特定化に影響を及ぼさない 101）。

96︶ Kingdon （2011）, pp.47-48.
97︶ その際，利益集団は議員や大臣に依存せざるを

えない。具体的には，利益集団は，国会の委員
会の委員長を説得し，公聴会の開催を計画させ，
自らの主張を大臣の挨拶等の中で公表してもら
う。Kingdon ibid., pp.48-50.

98︶ Kingdon ibid., pp.51-53,小島（2003）, p.24。
99︶ Kingdon ibid., pp.53-57, 小島 ibid.。
100︶ Kingdon ibid., pp.57-61,小島 ibid.。

政策形成と非営利法人制度改革　小島・平本2020. 6 （27 ）27

70_1_03_小島・平本.indd   27 2020/06/18   17:05:22



世論　世論とは「政治家が感じとる『国の雰
囲気』である」。この世論は，特定の問題（ア
ジェンダ項目）を促進するというよりも，何が
可能かに関する制約として機能することによ
り，政府アジェンダに影響を及ぼす。しかし，
どの政策案が適切かの議論に直接影響を及ぼす
ほど，世論が十分に形成されることはほとんど
ない 102）。
〔 3〕目立つ参加者と目立たない参加者
表 3は，参加者を「目立つ参加者」と「目立
たない参加者」に区別したものである。これに
よれば，メディアと国民の注目を受ける「目立
つ参加者」としては，首相，官房長官を含む大
臣，議員・国会，メディア，選挙公約・政党綱
領があげられる。「目立たない参加者」として
は，キャリア官僚，議院法制局，利益集団，研
究者，世論があげられる。そして表 3に示すよ
うに，原則として「目立つ参加者」はアジェン
ダの設定に，「目立たない参加者」は政策案の
生成・特定化により大きな影響を及ぼす。
なぜアジェンダの設定が「目立つ参加者」

に，政策案の生成・特定化が「目立たない参加
者」に結び付くのであろうか。その答えは，各

活動に参加者を惹きつける誘因，および各活動
を遂行するために必要とされる資源が異なるか
らである。
首相，官房長官を含む大臣，議員・国会，メ
ディア，選挙公約・政党綱領の「目立つ参加
者」は，（1）世間の注目を集め支持を得たい，
（2）次の選挙で勝利し再選されたい，（3）政治
的キャリアを前進させたい等の誘因を持ってい
る。また「目立つ参加者」は，政府や国会の権
威ある地位についているために，憲法上・法律
上の特権を持っている。このため，彼らは目立
つ活動を展開し，アジェンダの設定に影響を及
ぼそうとするのである。
他方，キャリア官僚，議院法制局，利益集
団，研究者，世論の「目立たない参加者」は，
政策案を生成・特定化するために，①詳細な事
柄にも関心を払おうとする意欲と，②専門知識
を必要とする。彼らが政策コミュニティの中で
おこなう議論の多くは，非常に技術的，専門的
かつ詳細である。このような議論を展開するこ
となしには，信頼できる政策案を生成・特定化
することは不可能である 103）。
〔 4〕政策形成の場
政策形成の場とは，「政策形成のために特定

の参加者によって共有された動的なコンテクス
ト」として定義される。政策形成の場は，情報
を解釈し，対象の中に意味を見出す際の基礎と
なる 104）。この政策形成の場には，物理的な空
間だけでなく，心理的な空間や ITによる時空
間を超えた仮想空間等も含まれる 105）。
政策を形成するために，政策アクティビスト
を含む複数の参加者は，さまざまな政策形成の
場を設定・活用する。この政策形成の場は，機
能上，①問題が認識・定義される場，②政策案

表 3　�アジェンダの設定と政策案の生成・特定化への各参加
者の影響

参加者
目立つ／目
立たない参
加者

アジェンダ
の設定

政策案の生
成・特定化

政府内部
の参加者

首相 目立つ ○ 1）

官房長官を含む大臣 目立つ ○

キャリア官僚 2） 目立たない ○

議員・国会 目立つ ○

議院法制局 目立たない ○

政府周辺
の参加者

利益集団 目立たない ○

研究者 目立たない ○

メディア 目立つ

選挙公約・政党綱領 目立つ ○

世論 目立たない ○

注 1）○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影響を及ぼす。
出所：Kingdon （2011），pp.21-70，小島（2003），p.25。

101︶ Kingdon （2011）, pp.61-65,小島（2003）, p.23。
102︶ Kingdon ibid., pp.65-67,小島 ibid., p.24。

103︶ Kingdon ibid., pp.68-70,小島 ibid., pp.24-26。
104︶ 実際の分析に際しては，政策形成の場と参加者

を区別することは必ずしも容易ではない。
105︶ Krogh, Ichijo & Nonaka （2000），クロー・一

條・野中（2001），野中・梅本（2001），pp. 5-7，
小島 ibid.，pp.28-29。
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が生成・特定化される場（キングダンは「政策
コミュニティ」と呼んでいる），③政治が生成・
展開される場の 3つに区分される。特定の政策
形成の場は，これら 3つのうちのどれか 1つだ
けの場合もあるし，2つないし 3つを兼ねてい
る場合もある。いずれにしても，政策形成が進
展するためには，政策形成の場が不可欠であ
る 106）。

3．問題の流れ
なぜ特定の問題が政府アジェンダに上程され
る一方で，他の問題が無視されるのか。なぜ特
定の政策案が他の政策案よりも真剣に注目され
るのか。2項では，これらの疑問に対する第 1

の答えに関わる「参加者と政策形成の場」が説
明された。以下 3～6項では，第 2の答えに関
わる「アジェンダと政策案に影響を及ぼすプロ
セス」が説明される。
「アジェンダと政策案に影響を及ぼすプロセ
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，①問題を認識・定義し，②公共政策
を変更する政策案を生成・特定化し，③選挙運
動や利益集団のロビー活動等の政治を生成・展
開する。首相，議員，キャリア官僚，利益集
団，メディア，研究者等の参加者は，原則とし
ては，①の問題の認識・定義，②の政策案の生
成・特定化，③の政治の生成・展開，のいずれ
かのプロセスに関与することができる。たとえ
ば，政策案の生成・特定化は，政治分析の専門
家である研究者やキャリア官僚だけのものでは
ない。また，政治の生成・展開は，議員や利益
集団だけのものではない。しかし実際には，各
参加者は特定の 1つのプロセスに特化している
のが普通である。研究者は，政治の生成・展開
よりも政策案の生成・特定化により多く関与し
ている。議員は，詳細な政策案を生成・特定化
するよりも政治の生成・展開により多く関与し

ている。しかし概念上，参加者とプロセスとは
別個のものとして捉えられる 107）。
参加者とプロセスは，それぞれ政策形成の促
進要因としても制約要因としても機能しうる。
促進要因として機能する場合には，参加者もし
くはプロセスは，問題を政府アジェンダに押し
上げ，政策案がより積極的に検討されるよう推
し進める。たとえば，首相や国会の各種委員会
の委員長は，特定の問題を重視する。あるい
は，大災害が発生したり，よく知られた数値指
標が変化することにより，特定の問題が注目さ
れる。他方，制約要因として機能する場合に
は，参加者もしくはプロセスは，問題や政策案
が検討されることに水を差す。たとえば，ある
問題に対して利益集団が強硬に反対すると，そ
の問題は政府アジェンダ上の優先順位を下げる
だけでなく，政府アジェンダから外れてしまう
ことすらある。また別の例として，政権が自ら
の優先順位を強調すると，参加者の他の問題へ
の注目を制約することになる。また，特定の問
題を解決するための予算が大きくなりそうな場
合，その問題は真剣に検討されなくなる 108）。
〔 1〕状況と問題
問題とは，「政策形成に際して，政府内部と

周辺の参加者がある特定の時期に真剣に注目し
ているテーマ」である。本稿では「問題」は，
「アジェンダ項目」あるいは単に「アジェンダ」
と呼ばれる。それでは，なぜ特定の問題は他の
問題よりも，政府内部と周辺の参加者に注目さ
れるのか。その答えは，①参加者が状況
（condition）について学習する手段と，②状況
が問題として定義される方法の 2つに関わって
いる 109）。
状況と問題は同じではない。キングダンによ
れば，片方の手に指が 4本しかないことは，単

106︶ 小島（2003）, p.29。

107︶ Kingdon （2011）, p.196.
108︶ Kingdon ibid., p.197.
109︶ Kingdon ibid . ,  pp.90-115, pp.197-198, 小島

ibid., pp.29-32,小島・平本（2011）, pp.24-26。
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なる状況に過ぎない。しかしながら，たとえ
ば，ピアノを弾こうとしたり，パソコンのキー
ボードを打ったりしようとすると，片方の手の
指が 1本足りない状況は，深刻な問題となるに
違いない。状況が問題として定義されるのは，
われわれが状況に対して何かをするべきだと信
じるに至った場合である。つまり，問題が認
識・定義されるためには，まず何らかの状況が
把握され，その上で，状況が不適切であると判
断される必要がある。このように問題は，単な
る状況や外部の出来事そのものではなく，知覚
的要素や解釈的要素を含んでいるのである。と
ころで，参加者は状況をいかに把握するのであ
ろうか 110）。
状況を把握する手段　参加者が状況を把握す
る手段は，①数値指標，②衝撃的出来事，③
フィードバックの 3つである。参加者はまず，
①の数値的指標を用いて，状況の重大さ（たと
えば，病気の発生率やプログラムのコスト）を
評価し，状況の変化（悪化）を把握する。参加
者は，②の衝撃的出来事（大災害，危機，個人
的経験，象徴的事実等）によってもまた，状況
を把握することができる。衝撃的出来事によっ
て，参加者はある特定の状況に一層注目するよ
うになる。しかし，衝撃的出来事を強化する問
題の兆候，事前の認識，他の出来事との組合わ
せ等が伴わなければ，衝撃的出来事の効果は一
時的でしかない 111）。参加者はさらに，既存プ
ログラムの実施にともなう③のフィードバック
によって状況を把握する。このフィードバック
には，①公式のフィードバック（たとえば，日
常的なコストの監視やプログラムの評価研究）
と，②非公式のフィードバック（たとえば，国
会事務局に伝えられる不平）がある 112）。

状況が問題として認識・定義される場合　　
では参加者は，いかなる状況を不適切であると
判断し，状況を問題に変換するのであろうか。
すなわち，問題を認識・定義するのであろう
か。参加者によって状況が問題として認識・定
義されるのは，重要な価値が侵害されるような
状況が存在する場合である。ある状況が重要な
価値を侵害しているか否かは，次の 2つの手段
によって判断される。第 1は，当該状況と他の
状況（たとえば，他国や他の関連組織）との比
較を試みることである。第 2は，状況を特定の
カテゴリーに分類し，明確化を試みることであ
る。たとえば，障害者の交通手段がない状況
は，交通問題あるいは人権問題のいずれかに分
類され，明確に問題として認識・定義されるの
である 113）。
〔 2〕問題とアジェンダ設定
上述のように，政府アジェンダは，「政府内

部と周辺の参加者がある特定の時期に真剣に注
目しているテーマのリストである」。すなわち，
政府アジェンダは，複数の認識・定義された問
題のリストもしくはストックである。
特定の問題が政府アジェンダに上程される一
方で，政府アジェンダ上から消え去る問題もあ
る。ある問題が政府アジェンダから消え去る理
由として，次の 5つがあげられる。すなわち，
（1）政府はその問題に対応するかもしれない
し，対応に失敗するかもしれない。いずれの場
合も人々の関心は別の問題に移っていく。（2）
問題を目立させた状況が変化するかもしれな
い。たとえば，危機が去ったり，数値指標が上
昇するどころか逆に下がったりすることがあ
る。（3）人々が状況に慣れたり，問題のラベル
を貼り直したりするかもしれない。（4）新たに
生じた別の問題が優先順位の高い特定の問題を
脇に追いやるかもしれない。（5）注目には避け
ることができないサイクルがある。つまり高い

110︶ K i n g d o n  （2 0 1 1）, p p. 1 0 9 - 1 1 0，小島・平本
（2011）, pp.24-25。

111︶ 衝撃出来事の 1 つである大災害の政府アジェン
ダへの影響に関しては，Birkland （1997）。

112︶ Kingdon ibid., pp.197-198, 小島（2003）, p.30,
小島・平本 ibid., p.25。

113︶ Kingdon ibid., p.198, 小島・平本 ibid., pp.25-
26。
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上昇率は必ず横ばいになり，流行は移り変わる
のである 114）。
問題の認識・定義は，政府アジェンダの設定
にとって決定的に重要である。提案や主題が重
要な問題と結び付く場合，その問題が政府ア
ジェンダに上程される可能性は非常に高まる。
問題によってはあまりにも切迫しており，独力
で政府アジェンダに上程されることもある。ひ
とたび特定の問題が切迫した問題として認識・
定義されると，その問題に対してあらゆる種類
のアプローチが検討されることになる。その結
果，注目される政策案もあれば，視界から消え
去る政策案もある。その際，後に詳述される政
策アクティビストは，かなりの資源を投入し，
政府内部と周辺の参加者に対して自らの問題を
注目させ，自らの見方で問題を捉えるよう説得
する。問題の認識・定義は，政策形成の結果に
大きな影響を及ぼす 115）。
アジェンダは，「複数の問題のリストである」
と定義され，政策形成プロセスのインプットで
ありアウトプットである。このアジェンダを分
析することで，認識・定義された複数の問題の
相互関係を捉えることができる。具体的には，
（1）過去に認識・定義された特定の問題が，新
たに認識・定義された別の問題を惹起したの
か，（2）特定の問題が複数の期を超えて継承さ
れたのか，途中で消滅したのか，（3）複数の問
題が全体として十分な内容を備えていないかあ
るいは必ずしも相互に結び付いていないのか，
（4）複数の問題が全体として十分な内容を備え
るとともに相互に関連し統合されているのか，
等が明らかになる。このうち（4）の場合，ア
ジェンダは，多くの参加者によって共有される
可能性が高い。
新・政策の窓モデルでは，特定の期におい

て，次の 2種類の問題と 3種類のアジェンダが

分析対象となる。第 1は，当期に問題の窓が開
いたことを契機に，政策形成の場において認
識・定義され，問題の流れの中に投げ込まれ，
開いている窓を通って政策の流れの中に入り浮
遊している問題である。第 2は，当期に問題の
窓が開くことなしに，政策形成の場において認
識・定義され，問題の流れの中に投げ込まれた
問題である。第 3は，当期首のアジェンダであ
る。第 4は，当期末のアジェンダである。第 5

は，当期末の政府アジェンダである。

4．政策の流れ
公共政策の選択に関する政策案のリストは，
いかにして実際に真剣に検討されるリストに絞
り込まれるか。その答えは，（1）特定の政策分
野の中にいる「目立たない参加者」である専門
家が関与していることと，（2）政策案は政策の
流れの中で生成・特定化され絞り込まれること
の 2つである 116）。
〔 1〕政策案と目立たない参加者
政策案とは，上述のように，「政策形成に際

して問題の答えになりうるアイディアや方法で
ある」。この政策案は，専門家からなる政策コ
ミュニティの中で生みだされる。これら専門家
には，官僚機構の計画部門・評価部門・予算部
門，あるいは国会の議院法制局において働いて
いる者もいる。さらに研究者や利益集団のアナ
リストもいる 117）。
これら「目立たない参加者」である専門家の
コミュニティには，保健コミュニティのように
タイトに結び付いているものもあれば，運輸コ
ミュニティのようにルースに結び付いているも
のもある。各コミュニティは，政策形成システ
ム全体に散らばっており，多様な志向性と利害
関係を持つ人々によって構成されている。しか
し，いずれの政策コミュニティも，特定の政策
分野における専門性をもち事情に精通している
点では共通している 118）。

114︶ Kingdon  （2011）, pp.103-105 ,  p.198 , 小島
（2003）, pp.30-31。

115︶ Kingdon ibid., pp.114-115, p.198. 116︶,117︶ Kingdon ibid., p.200.
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アイディアは，これら政策コミュニティの中
からふつふつと沸いてくる。人々は，演説，法
案提出，メディアへの漏洩，文書の配布，会
話，昼食会等の多様な方法で，政策案が通用す
るか否かを試す。彼らはアイディアを公表し，
お互いのアイディアを批判し，自らのアイディ
アを練り上げ改訂し，新バージョンのアイディ
アを公表する。これらのアイディアには，内容
がまずまずのものもあれば，問題にならないも
のもある。しかし，かなり多くのアイディア
は，満足できるレベルのものであり，いずれど
こかで何らかの方法で検討されることにな
る 119）。
〔 2〕政策の原始スープ
政策案の生成は，生物学の自然選択に類似し
た選択プロセスとして最もよく捉えられる。理
論的には政策案は無限に存在する。「政策の原
始スープ」の考え方によれば，さまざまな政策
案が，さまざまな政策コミュニティの中で検討
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，誰が特定の政策
案を最初に生成・提示したかは，必ずしも重要
ではない。より重要なのは，さまざまな政策案
が絶えず相互に衝突し，正式な決定・正当化が
可能なほどに洗練される場合に生じる突然変異
（全く新しい要素を含んだ政策案の出現）と再
結合（既に熟知している要素をまとめた政策案
の作成）のプロセスである 120）。
〔 3〕政策案の存続規準
政策案は「政策の原始スープ」の中を自由に
浮遊する。しかし政策アクティビストは，政策
案の生成・特定化に一定の方向性を与える。彼
らは，自らが得意とする政策案に関する議論を
開始するとともに，多くのさまざまな政策形成
の場（たとえば，討論会，フォーラム，研究

会，勉強会等）で，自らの政策案を売り込もう
とする。さらに彼らは，変化に抵抗する政策コ
ミュニティと一般市民の双方に対して，融和
（softening up）を試みるのである。したがって，
政策案の生成はいくぶん偶然であるが，その政
策案の特定化は決して偶然ではない。政策案が
選択されたり棄却されたりする規準を課すこと
により，混沌から秩序が生まれ，偶然からパ
ターンが生まれるのである 121）。
政策案が絞り込まれる際の規準としては，①
技術的実行可能性，②政策コミュニティ内にお
ける価値受容性，③許容範囲内のコスト，④議
員の支持，⑤一般市民の黙認，の 5つがあげら
れる。これら 5つの規準を満たす政策案の存続
可能性は当然高い。
①の技術的実行可能性とは，政策案はよく工
夫され実行可能なものでなければならないこと
である。②の政策コミュニティ内における価値
受容性とは，政策案は政策コミュニティの専門
家の価値に照らして受容可能なものでなければ
ならないことである。政策コミュニティの価値
には，政府の適切な役割や規模に関する意見お
よび公正や効率性の概念が含まれている。③の
許容範囲内のコストとは，政策案が実施された
時のコストが許容範囲内でなければならないこ
とである。コストが許容範囲を超える政策案
は，真剣に検討されない。④の議員の支持と
は，政策案は選挙で選任される政治家すなわち
議員の支持を得られるものでなければならない
ことである。議員が反対しそうな政策案は，検
討に値しないものとして棄却される。⑤の一般
市民の黙認とは，政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いことで
ある。なお一般大衆とは，市民（国民）の大部
分を指すこともあるし，利害関係のある狭い範
囲の活動家を指すこともある 122）。
以上 5つの存続規準が示すように，政策案が

118︶,119︶ Kingdon ︵2011︶, p.200.
120︶ Kingdon ibid ., pp.116-117，pp.200-201, 小島

（2003）, pp.32-33。
121︶ Kingdon ibid ., pp.127-131, p.201, 小島 ibid ., 

p.33。
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政策コミュニティの中で検討されるプロセスに
おいては，政策案のアイディア自体が重要であ
る。このため圧力集団モデルでは，上述のよう
に政策案の検討プロセスは，完全に説明される
ことはない。確かに，政策案は政治的支持や政
治的反対によって部分的には評価されるが，さ
らに論理的もしくは分析的規準によって評価さ
れる部分があるからである 123）。
〔 4〕融和
政策アクティビストは，政策案をめぐる議論
を開始し，自らの得意な政策案を多くの異なっ
た政策形成の場で推し進める。彼らは，①慣性
に縛られて大きな政策変化に抵抗しがちな政策
コミュニティに対する「融和」，②新しいアイ
ディアに慣れさせ自らの政策案を受け入れさせ
たい一般大衆に対する「融和」，の双方を試み
る。すなわち，融和とは，政策アクティビスト
が，自らの政策案を政策コミュニティと一般大
衆に対して「馴染ませ準備する」ことを意味し
ている 124）。
この長い融和のプロセスが，政策形成システ
ムには存在する。上述のように，政策アクティ
ビストは，得意な政策案の検討を偶然に任せる
ことは決してしない。そうではなく，彼らはさ
まざまな方法により，さまざまな政策形成の場
で政策案の検討を推し進める。政策形成プロセ
スにおいては，上述の再結合は突然変異よりも
重要である。したがって，人々とアイディアの
間の仲介をする政策アクティビストは，発明家
よりも重要である 125）。
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。政策の窓が開くまでに，政
策案が長い融和のプロセスを経験している必要
がある。真剣に検討される好機は，すぐに通り
過ぎてしまうからである。政策案を発表し洗練

する作業は，短期的に実を結ばなくても無駄で
はない。実際，政策案が適切な時機に，政府内
部と周辺の参加者による聞き取りを受けるため
には，融和のプロセスは不可欠である 126）。
キングダンは，次のような興味ある比喩に
よって融和の重要性を指摘している。
「変革を主張する政策アクティビストは，大
きい波を待っているサーファーに似ている。
サーファーは大きな波に乗る沖まで泳ぎ出て，
しかるべきタイミングで大きな波をとらえサー
フボードの上で立ち上がる準備をしていなけれ
ばならない。大きな波が来るときに準備をして
いなければ，そのサーファーは大きな波に乗る
気はないとみなされる 127）」。
後述するように，政策アクティビストが成功
するための資質として，①聞くに値する何らか
の主張ができる専門能力，②政治的関係作りと
交渉術，③粘り強さの 3つがある。この 3つの
資質は，政策形成システムを融和するプロセス
において特に重要である。サーファーの比喩が
示すように，政策アクティビストは，大きな波
に乗る沖まで泳ぎ出て，大きな波をとらえサー
フボードの上で立ち上がる準備をしていなけれ
ばならない。このような準備が，波に乗って自
分のコントロールを超えた力を利用するセンス
と結びついて成功につながっていく。いつ政策
の窓が開くかは予想できない。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。準備をしている政策
アクティビストは，いかなる大きな波がいつ
やって来ようとも波に乗ることができ，いかな
る危機も好機として捉えることができるのであ
る 128）。
〔 5〕政策の流れの中での合意形成
全ての専門家が同意する唯一の政策案が存在

122︶ Kingdon （2011）, pp.131-139, pp.200-201,小島
（2003）。

123︶ Kingdon ibid., p.201, p.206.
124︶ Kingdon ibid., pp.127-128,小島 ibid., p.34。

125︶,126︶ Kingdon ibid., p.201.
127︶ Kingdon ibid., p.165, 小島 ibid.。
128︶ Kingdon ibid., pp.180-181, 小島 ibid.。
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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」の表面まで浮かび上がった場
合，その 1組の政策案は決定・正当化の対象と
なる 129）。政策コミュニティの中では，バンド
ワゴン効果やティッピング現象に似た爆発的な
波及現象がしばしばみられる。特定の政策案の
人気が次第に高まる場合，参加者は「認識が広
まっている」，「興奮が高まっている」，「皆が関
心を抱き議論に夢中になっている」，「結論が近
付いている」等と判断する 130）。
政策の流れの中では，合意は，主に普及と説
得のプロセスを通じて形成される。特定の政策
案が上述の 5つの規準を満たし存続する場合，
その政策案は，政策コミュニティの中で普及し
一般化する。参加者は，数値指標に注目し，特
定の状況を問題として認識・定義しようとす
る。あるいは，参加者は，自らが得意とする政
策案が技術的実現可能性や政策コミュニティの
価値受容性の規準を満たしていると主張して，
他の専門家を説得しようとするのである。良い
政策案は支持者を惹き付け，雪だるま式に人気
を博するのである 131）。
〔 6〕政策案の生成・特定化と政策状況
一般に政策案は，上述のように，政策形成に
際して問題の答えになりうるアイディアや方法
を指している。キングダンの政策の窓モデルで
は，政策案としては，生成・特定化のもっぱら
アウトプットのみが考慮されている。他方，
新・政策の窓モデルでは，単にアウトプットと
しての政策案だけでなく，参加者によって積極
的に行われる政策案の生成・特定化のプロセス
も考慮される 132）。前述の問題と後述の政治は，

政策の流れの中で，これら政策案と結び付くこ
とによって，政策形成が進展する。このこと
は，政策の流れが，3つの流れのなかの中心的
な流れであることを意味している。
政策状況は，「複数の政策案のストックであ

る」と定義され，政策形成プロセスのインプッ
トでありアウトプットである。この政策状況を
分析することで，生成・特定化された複数の政
策案の相互関係を捉えることができる。具体的
には，（1）過去に生成・特定化された特定の政
策案が，新たに生成・特定化された別の政策案
を惹起したのか否か，（2）特定の政策案が複数
の期を超えて継承されたのか，途中で消滅した
のか，（3）複数の政策案が全体として十分な内
容を備えていないかあるいは必ずしも相互に結
び付いていないのか，（4）複数の政策案が全体
として十分な内容を備えるとともに相互に関連
し統合されているのか，等が明らかになる。こ
のうち（4）の場合，政策状況は，多くの参加
者によって共有される可能性が高い。
新・政策の窓モデルでは，特定の期におい

て，次の 1種類の政策案と 2種類の政策状況が
分析対象となる。第 1は，当期に政策形成の場
において生成・特定化され，政策の流れの中に
投げ込まれ浮遊している政策案（アウトプット
とプロセス）である。第 2は，当期首の政策状
況である。第 3は，当期末の政策状況である。

5．政治の流れ
政府アジェンダがどのように設定されるの
か。この疑問に対する答えは，問題の流れ，政
治の流れ，「目立つ参加者」の 3つに関わって
いる。5項では，このうちの政治の流れについ
て説明する 133）。

129︶ Kingdon （2011）, p.139.
130︶ Kingdon ibid., pp.139-141, 小島（2003）, pp.34-

35。
131︶ Kingdon ibid., p.141,小島 ibid.。
132︶ 本稿のⅣ節の事例 1 の前史を例として，政策案

の生成・特定化の「アウトプット」と「プロセ
ス」を 2 つずつあげると次のようになる。「ア

ウトプット」は「与党行政改革 PT の『公益法
人の運営等に関する提言』」と「閣議決定『公
益法人の設立許可及び指導監督基準』」である。
他方，「プロセス」は「行政改革推進事務局の
設置」と「橋本大臣による国所管法人の点検指
示」である。
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従来，政策形成の分析においては，「政治」
は，政策形成プロセスの外部にあるものとして
必ずしも考慮されてこなかった。政策形成は，
官僚・国会スタッフ・研究者等の専門家の管轄
にあるとされてきた。しかしキングダンによれ
ば，このような見方は根本的に間違っている。
確かに，専門家による問題の認識・定義と政策
案の生成・特定化は，政策形成プロセスの重要
な一部である。「政治」はこれら問題と政策案
を統合する重要な要素である。したがって「政
治」は，政策形成の分析にとって決して外生的
な要素ではなく，不可欠の要素である 134）。
政治の流れは，問題の流れや政策の流れとは
独立に流れている。この政治は〔1〕国民の
ムードの変化，〔2〕利益集団の活動，〔3〕政府
内部の出来事（①政府関係者の交替，②政府内
部の管轄争い）の大きく分類すると 3つ，細か
く分類すると 4つからなっている 135）。
専門家コミュニティ内の出来事や，政府内部
と周辺の参加者の問題に対する注目と関係な
く，国会には新たな多数派が生まれ，新政権が
誕生する。この政府内部の出来事はアジェンダ
を強力に設定する。たとえば，新政権は，新た
に問題を認識・定義し，政策案を生成・特定化
する。このため，政府アジェンダは一変し，優
先順位の高くない問題は全く注目されなくなっ
てしまう。保守的な国民のムードは，コストの
かかる新たな提案への注目を妨げる。他方，寛
容な国民のムードは，より大きな財政支出を許
容したりする。利益集団の一致協力した反対
は，新しい問題の検討を不可能にしないまで
も，非常に難しいものにする 136）。
〔 1〕国民のムードの変化
政府内部と周辺の参加者は，国民のムードを
感じ取る。彼らは，国民のムードがいつ変化す

るのかを自ら知っていると思っている。国民の
ムードは，国内の風潮，世論の変化，広範な社
会運動等さまざまに呼ばれる。この国民のムー
ドはいかなる名称で呼ばれようとも，次の 3つ
の点では共通している。（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。（2）国民のムードは明確な方向性をもって
時間とともに変化している。（3）ムードや風潮
におけるこれらの変化は，政府アジェンダや政
策案に重要な影響を及ぼす。
国民のムードは，時には社会運動にまで発展
する。しかしその場合でも，社会運動が一般大
衆の間に広く行き渡ることはない。通常，社会
運動が政策に影響を及ぼすためには，組織や
リーダーが必要である（たとえば，消費者運動
のラルフ・ネーダー）。
国民のムードの変化は，選挙結果，政党の盛
衰，さらには利益集団のロビー活動に対する政
策決定者の受容性等にも影響を及ぼす。国民の
ムードの変化によって，以前は全く省みられな
かった政策案が息を吹き返す一方，暗礁に乗り
上げる政策案もある。
国民のムードの知覚が拡散されるプロセスは
次の通りである。まず，政治家が自らのところ
にやってくる郵便物，訪問，帰省，新聞報道や
選挙民との会話といった多様なコミュニケー
ション等によってムードを感じ取る。次に，官
僚がこれら政治家から国民のムードを読み取る
のである 137）。
〔 2〕利益集団の活動
利益集団の活動は，政治の第 2の構成要素で
ある。政府内部と周辺の参加者は，利益集団の
活動をいかに認識するとともに，それに反応す
るのであろうか。
この参加者の認識と反応を理解する際に重要
なことは，さまざまな利益集団の間に意見の一
致がある否か，あるいは意見の衝突がある否か
ということである。全ての利益集団の間で意見133︶ Kingdon （2011）, p.197.

134︶ Kingdon ibid., p.146,小島（2003）, p.32。
135︶ Kingdon ibid., p.162,小島 ibid.。
136︶ Kingdon ibid., pp.198-199. 137︶ Kingdon ibid., pp.146-149.
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が一致している場合，政治リーダーは，利益集
団の目指す方向へ自らが行動する政治環境にあ
ると捉える。他方，利益集団の意見が衝突して
いる場合，政治リーダーは，特定の問題（ア
ジェンダ）対する自らの賛否を明らかにするべ
き政治環境にはないと捉える。
特定の政策プログラム（問題と政策案）に対
する賛成と反対の利益集団の活動が拮抗してい
る場合，政策プログラムの変更は容易ではな
い。より多くの政治資源をもち影響力のある利
益集団は，自らの選好に反する法案の国会通過
だけでなく，法案の検討さえも阻止することが
できる。このような利益集団の選好に反する政
策プログラムの提唱者は，しばしば勝ち目のな
い論争でエネルギーや政治資源を浪費すること
を避け，問題を提起しない。
政府の行動には慣性が働く。その主な理由と
して，既存の政策プログラム（問題と政策案）
に賛成する国民の形成があげられる。政府の政
策プログラム（問題と政策案）が一度確立され
ると（たとえば，法律等の施行），その政策プ
ログラムから利益を得る国民は，政策プログラ
ムの維持を目的とする利益集団を組織し，政策
プログラムの変革を検討することに反対するの
である。
しかし，利益集団による政策プログラム変革
反対の圧力活動が，常に成功するわけではな
い。政策プログラム変革の問題は，利益集団に
よる強力な反対の圧力活動にもかかわらず，最
終的に政府アジェンダ上の優先順位を高め，そ
の政策案が国会を通過することもある 138）。
〔 3〕政府内部の出来事
政治の第 3の構成要素は，政府内部の出来事
であり，①政府関係者の交替（turnover）と②
政府内部の管轄争いの 2つから成り立ってい
る。政府アジェンダは，これら①と②により大
きな影響を受ける 139）。
政府関係者の交替　最も重要な政府関係者の

交替は「政権交替」と「国会での議員交替」で
ある。このうち特に政権（首相）は，上述のよ
うに，政策形成の参加者の一覧表の 1番上に位
置している（表 3）。新政権の第 1年目は，参
加者が変革に心を奪われる最も重要な時期であ
る。政権交替時には，あらゆる国民は，新政権
の問題の優先順位が何なのか，政府ジェンダが
いかなるものになりそうかを，固唾を飲んで見
守っている。
新政権の誕生あるいは「国会での議員交替」

（政党・イデオロギー分布の変化）の結果とし
て，特定の問題が政府アジェンダの中で優先順
位を上げる。同時に，新政権がその他の問題の
検討を不可能にする。この点は，あまり認識さ
れないが重要な事実である。同様のことは，他
の政府関係者の交替についても当てはまる 140）。
政府内部の管轄争い　一般に憲法，法律，規
則等は，管轄の範囲を確定する。政府省庁や国
会委員会は縄張りを主張する。省庁や国会の委
員会の地位は管轄によって影響を受ける。した
がって，政府アジェンダは管轄争いによって影
響される。
通常，管轄争いは政府の行動を妨げるものと
して捉えられる。キャリア官僚を含む全ての参
加者は，既存の資金源と管轄を維持することに
利害関係をもっている。このため，複数の省庁
や国会の委員会に跨がる立法化問題は，しばし
ば行き詰まる傾向にある。
他方，決して行き詰まりに繋がらない管轄争
いは，しばしば特定の問題を政府アジェンダに
おいて目立たせることになる。いかなる条件の
もとで，管轄争いが行き詰まり，あるいは大き
な動きなるのであろうか。その条件は，問題が
一般的であるか一般的でないかである。問題が
一般的であると認識されている場合，管轄争い
は問題の政府アジェンダ上の位置を高める可能
性がある。他方，問題が一般的でない場合，管

138︶ Kingdon （2011）, pp.150-153.
139︶ Kingdon ibid., p.153.
140︶ Kingdon ibid., pp.153-154.
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轄争いは消滅する。
保健や運輸のようなより大きな政策ドメイン
の内部には，上述のように，専門化されたア
ジェンダが存在する。たとえば，保健という政
策ドメインの内部には，医療サービスの直接配
布，食品と薬品の規制，生物医学研究等の問題
がある。これらの専門化された問題は，政府ア
ジェンダを構成してはいるが，政策ドメインの
大きな政策コミュニティにまで普及することは
ない 141）。
〔 4〕政治の流れの中の合意形成
政治の流れの中でも，爆発的に合意が形成さ
れることがある。しかし，その合意形成は，上
述の政策の流れの場合とは全く異なり，主に取
引にもとづいている。政治の流れの場合，相手
方に譲歩することによって初めて参加者集団が
形成される。ある参加者は，利益を見越して参
加者集団を支持する。別の参加者は，利益を共
有できないまま取り残されることを恐れ，参加
者集団の時流に乗ろうとするのである 142）。
〔 5〕政治の流れの性質
政治の流れは，特定の問題の政府アジェンダ
上の優先順位を高めたり，あるいは低めたりす
る重要な要因である。政治家だけでなく政策形
成システムの全ての重要な参加者は，政治的要
因の影響（国民のムードの変化，利益集団の活
動，政府内部の出来事）のバランスが，自ら行
動を起こすのに好都合か否かを判断しようとす
る。また彼らは，首相等によって追求されてい
る方向性が，国民によっても許容されるか否か
を判断しようとする。国民によって許容されそ
うにない場合には，選挙で報復を受けることに
なるので，その政策アイディアは国会で葬り去
られることになる。
ここまでは（1）国民のムードの変化，利益

集団の活動，政府内部の出来事の 3つの政治的
要因の影響は同等である，（2）参加者は，これ

ら政治的要因の影響をまとめあげバランスをと
るものとして説明されてきた。しかし実際に
は，政治的要因の影響は同等ではない。実際に
は，国民のムードの変化と選挙結果（政府内部
の出来事）の組合わせは，政府アジェンダに非
常に大きな影響を及ぼす。しかし，ひとたび特
定の問題が政府アジェンダに上程されるや，利
益集団が登場してくる。これら利益集団は，政
策案に関する最終的な妥協に影響を及ぼした
り，全ての政策案を無効にしたりすることに
よって，自らに有利になるよう最善を尽くす。
繰り返しになるが，政府アジェンダに影響を及
ぼすことは，政策案や政策形成の結果に影響を
及ぼすこととは全く異なっている 143）。
〔 6〕政治状況
政治状況は「複数の政治のストックである」
と定義され，政策形成プロセスのインプットで
ありアウトプットである。この政治状況を分析
することで，生成・展開された複数の政治の相
互関係を捉えることができる。具体的には，
（1）過去に生成・展開された特定の政治が，新
たに生成・展開された別の政治を惹起したの
か，（2）特定の政治が複数の期を超えて継承さ
れたのか，途中で消滅したのか，（3）複数の政
治が全体として十分な内容を備えていないかあ
るいは必ずしも相互に結び付いていないのか，
（4）複数の政治が全体として十分な内容を備え
るとともに相互に関連し統合されているのか，
等が明らかになる。このうち（4）の場合，政
治状況は，多くの参加者によって共有される可
能性が高い。
新・政策の窓モデルでは，特定の期におい

て，次の 2種類の政治と 2種類の政治状況が分
析対象となる。第 1は，当期に政治の窓が開い
たことを契機に，政策形成の場において生成・
展開され，政治の流れの中に投げ込まれ，開い
ている窓を通って，政策の流れの中に入り浮遊
している政治である。第 2は，当期に政治の窓

141︶ Kingdon （2011）, pp.155-159.
142︶ Kingdon ibid., pp.159-163,小島（2003）, p.35。 143︶ Kingdon ibid., p.165.
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が開くことなしに，政策形成の場において生
成・展開され，政治の流れの中に投げ込まれた
政治である。第 3は，当期首の政治状況であ
る。第 4は，当期末の政治状況である。

6．問題・政策・政治の結び付きと波及
問題，政策，政治の別々の流れは，それぞれ
独自の生命をもっている。しかし 3つの流れが
合流する時がくる。すなわち，問題が認識・定
義され，政策コミュニティの中で政策案が生
成・特定化され，政治の変化が政策変化のため
の好機を提供し，行動を妨げる制約も厳しくな
い時に，3つの流れは合流する 144）。
この 6項では，3つの別々の流れが合流する
プロセスに関して説明される。まず，政策の窓
とは何か，なぜ窓は開くのかが説明される。次
に，3つの流れがどのように合流するかが説明
される。政策アクティビストは，この合流に重
要な役割を果たす。さらに，政策の窓が開く頻
度，窓が開いている時間，窓の開放の予測可能
性について説明される。最後に，波及，すなわ
ち，特定の問題が政府アジェンダに上程される
ことによって，その問題と概念的に近い問題が
顕在化するプロセスが説明される。
〔 1〕政策の窓
政策の窓とは，「政策アクティビストが自ら

の得意な政策案を推し進めたり，特定の問題を
参加者に注目させる好機である」。事実，政府
内部と周辺の政策アクティビストは，自らの政
策案や問題をすぐに使えるよう準備して，これ
ら好機が到来するのを待っている 145）。
政策の窓は，問題の流れの中の出来事，ある
いは政治の流れの中の出来事のいずれかによっ
て開かれる。したがって，政策の窓には，問題
の窓と政治の窓の 2種類がある。新しく認識・
定義された問題が，政策案や政治と結び付く好
機が「問題の窓」である。他方，国民のムード

の変化，利益集団の活動，政権交替等の政治の
流れの中の出来事が，問題や政策案と結び付く
好機が「政治の窓」である 146）。
政策の窓は，通常，予期せずに開く。飛行機
が墜落したり，政府税制調査会が特定の制度改
革のための画期的な政策案を提出したり，気ま
ぐれな選挙結果が重要な議員の予期せぬ交替を
生む場合等である。時々，政策の窓は全く予測
通りに開く。たとえば，法律はスケジュール通
りに更新され，特定のプログラムを変更した
り，拡張したり，廃止したりする好機を生み出
す。予測可能か予測不能かに関わらず，政策の
窓は稀にしか開かない。好機は到来するが，ま
た過ぎ去っていく。好機を逸したら，別の好機
が到来するまで待たなければならない 147）。
ひとたび政策の窓が開くと，その窓は，長い
間，開いているわけではない。特定の政策のア
イディアに関する好機は到来するが，しかし通
り過ぎていく。政策の窓は閉じてしまうからで
ある。窓が閉じる理由は次の 5つである。（1）
参加者は意思決定や立法を通じて問題を片づけ
たと感じる。（2）参加者は行動を起こすことに
失敗するかもしれない。（3）窓を開かせた出来
事は舞台から消え去る。（4）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。
（5）窓は利用可能な政策案が存在しないという
理由から閉じることがある。窓の開いている期
間が短いことは，「鉄は熱いうちに打て」とい
う古い諺の通りである。ダウンズの「問題－注
目の循環」も，好機が存在する場合の速やかな
行動の必要性を強調している 148）。
政策の窓が開くのは稀であり，かつ開いてい
る期間も短かいことは，問題と政策案を引き付
ける強力な磁石を生み出す。政策の窓が開く
と，問題と政策案は政策の窓に集まる。特定の

144︶ Kingdon （2011）, pp.163-164.
145︶ 小島（2003）, p.36。

146︶ Kingdon ibid., p.203, 小島 ibid.。
147︶ Kingdon ibid., pp.203-204, 小島 ibid., pp.38-

39。
148︶ Downs （1972）, Kingdon ibid., p.169,小島 ibid., 

pp.37-39。
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問題に関心をもっている参加者は，開いた窓を
問題に取り組み解決する好機として捉える。他
方，特定の政策案の政策アクティビストは，開
いた政策の窓を政策案の立法化ための好機とし
て捉える。結果として，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。その他の問題と政策案は，十分な資源が投
じられないために，他の場所へ流れていく 149）。
政策の窓は，問題，政策案，政治の 3つが完
全に結び付く好機，すなわち，1つの結び付い
た要素のパッケージを決定アジェンダに上げる
好機を提供する。特に重要な結び付きは，政策
案と他の要素との結び付きである。得意な政策
案の提唱者は，利用できる政治の流れの中の生
成・展開を待ち構えたり，その時点に漂ってい
る問題には何であれ自らの政策案を結び付けよ
うとしたり，自らの政策案は政策形成のための
活動に好都合である主張したりする。ひとたび
政策案が問題や政治に部分的に結び付く場合，
彼らは 3つの全ての要素を結び付けようとす
る。というのは，彼らは，3つ要素が 1つに完
全に結び付く場合には立法の可能性が高まるこ
とを知っているからである 150）。
ここまでは，いつ政策の窓が開くのかが，確
実に予測できるかのように説明されてきた。残
念ながら，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（たとえ
ば，政権交替，内閣改造，大企業の倒産，政府
税制調査会長の交替等）のいくつかの客観的な
特徴をあげることはできる。しかし，政策の窓
は，参加者の認識の中に存在するものである。
参加者は，窓の開閉を認知し，その将来の開閉
の可能性を推定する。その際，しばしば誤って
認知したり，誤って推定したりする。認知は誤
らないかもしれないが，人間の本性は複雑で不
透明である。このため，政策の窓が現在開いて

いるのか将来開くのかに関して，聡明な人々の
間でも意見が異なることがある 151）。
〔 2〕結び付きと 2つのアジェンダ
問題のリストである政府アジェンダは，問題
の流れや政治の流れの中でだけで，また「目立
つ参加者」だけで設定可能である。たとえば，
参加者は，問題に対する政策案を持つことなし
に重要な問題に注目することができる。あるい
は，政治は，問題や政策案が存在しない場合に
も，特定の項目（問題）を目立たせることがで
きる。
他方，法律の制定や首相の選択等の権威ある
決定の位置に進みつつある問題のリストである
決定アジェンダは，政府アジェンダとは若干異
なる方法で設定される。問題，政策案，政治的
受容性の 3つ全ての要素が結び付いて 1つの
パッケージができる場合，特定の問題が決定ア
ジェンダに上程される確率は劇的に高まる。逆
に，部分的な結び付きの場合，特定の問題が決
定アジェンダに上程される確率は低い。たとえ
ば，政策案が付与されないまま決定の場にやっ
てきた問題は，政策案が付与されている問題に
比べて，決定アジェンダに進む確率は低い。政
治的支援のない政策案も，政治的支援を受けた
政策案に比べて，正式な決定・正当化に進む確
率は低い。
もちろん，特定の問題が政府アジェンダさら
には決定アジェンダにおいて高い優先順位にあ
ることは，その問題が立法化されることを保証
するものではないことはいうまでもない 152）。
〔 3〕政策アクティビスト
それでは一体何が 3つの流れを結び付けるの
であろうか。答えは政策アクティビストであ
る。上述のように，政策アクティビストは，
「自らが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，関与，時間，エネル

149︶,150︶ Kingdon ︵2011︶, p.204.

151︶ Kingdon ibid., pp.170-171,小島（2003）, p.37。
152︶ Kingdon ibid ., pp.178-179, 小島 ibid ., pp.35-

36。
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ギー等）を進んで投じようとする参加者であ
る」。彼らは，特定の問題についての関心，国
家予算の確保・拡大，達成による称賛等の自己
利益の追求，政策価値の増大，参加すること自
体の喜びの組合せによって動機づけられる 153）。
この政策アクティビストには，閣僚，議員，

キャリア官僚，ロビイスト，研究者，ジャーナ
リスト等，どんな立場の参加者でもなることが
できる。上述のように，政策アクティビスト
は，優秀なアンテナを持ち，政策の窓の開閉を
正確に読みとり，適切な瞬間に行動できる参加
者であればよいからである。彼らは，政策形成
の場を主体的に設定する。同時に，その主体的
に設定された場で，アイディアマン，支援する
コーチ，正当化を図るステーツマンの 3つの役
割を能動的に果たす 154）。
多くの事例において，特定の人物，あるいは
幾人かの政策アクティビストが，特定の問題の
アジェンダ上の優先順位を高め，法律の制定に
中心的役割を果たしていることが観察される。
ある専門家は次のように述べている。「最も重
要な政策アクティビストは，時間とともに交替
していく。どんな立場の参加者でも政策アク
ティビストになることができる」155）。
政策アクティビストが成功するための資質と
しては，①聞くに値する何らかの主張ができる
専門能力，②政治的関係作りと交渉術，③粘り
強さの 3つがあげられる。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。多くの優れた政策アクティビス
トは，①の専門能力と②の政治的スキルを有し
ている。同時に，③の真の粘り強さがあって，
初めて彼らは成果をあ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，多くの
人々との対話，活動計画書の作成，重要な人々

への手紙の送付，審議会での陳述，法案の起
草，昼食会への出席等を試みる 156）。
一般に政策アクティビストは，次の 4つの場

合に観察される。（1）アジェンダにおける特定
の問題の優先順位を上げる場合，（2）自らが得
意とする政策案を推し進める場合，（3）開いた
政策の窓を認識し，問題の流れと政治の流れの
合流を活用して，問題・政策・政治の 3つを結
び付け，1つのパッケージを構成する場合，（4）
政策形成の場をより主体的に設定する場合，で
ある。以下 4つの場合の政策アクティビストの
役割を説明する 157）。
特定の問題の優先順位を上げる　政策アク
ティビストは次の 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。すなわち，
①新聞発表，公聴会での証言，演説等によって
数値指標を強調する。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政府内部と周辺の参加者への手紙の送
付，訪問，抗議活動等の手段により，政府の直
近の活動実績を知らせる 158）。
自らが得意とする政策案を推し進める　政策
アクティビストは，融和のプロセスにおける中
心的参加者である。彼らは，自らの政策案に関
する論文の執筆・証言・聴取調査，メディアへ
の登場，さまざまな参加者への対応を試みる。
彼らは，自らの政策案を試案として発表し，そ
の反応をもとに試案を改定し，再度発表する。
彼らは，自らが得意とする政策案の政策コミュ
ニティに対する融和を目指す。このため，彼ら
は日頃から，政策コミュニティとの良好な関係
の維持に努める 159）。
問題・政策・政治の 3つを結び付ける　政策
アクティビストは，政策の窓が開く際に，問題
と政策案，問題と政治，政策案と政治をそれぞ

153︶ Kingdon （2011）, p.179, 小島（2003）, pp.26-
28。

154︶ 小島 ibid., p.28。
155︶ Kingdon ibid., pp.179-181.

156︶ Kingdon ibid., pp.180-181,小島 ibid., p.28。
157︶ 小島 ibid., pp.27-28。
158︶ 小島 ibid., p.27。
159︶ 小島 ibid.。
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れ相互に結び付け，問題・政策案・政治の 1つ
のパッケージを構成しようと努める 160）。
政策形成の場をより主体的に設定する　政策
アクティビストは，問題が認識・定義され，政
策案が生成・特定化され，政治が生成・展開さ
れるように，既に存在する場の活用だけなく，
自らもより主体的に場を設定する。
〔 4〕政策の窓の出現
ここでは，政策の窓がどのように開くのか，

すなわち，窓の開放の頻度，定期的または周期
的に開く予測可能な窓，なお残る窓の予測不能
性が説明される 161）。
アジェンダにおける優先順位をめぐる競争　
　多くの問題は，真剣に検討される必要があ
る。しかし，政策形成システムが多数の問題を
処理する能力には限界がある。このため，多く
の問題の政府アジェンダ上の優先順位は上がら
ない。多くの問題が正式に決定・正当化される
ときを待って行列をつくっている。緊急性の高
い問題は，緊急性の低い問題を行列の後ろの方
に押しやってしまう。こうした場合，「より大
きな」問題が常に注目され，政府アジェンダに
おいて高い優先順位を占めるとは限らない。
「より小さな」問題が「より大きな」問題と競
合しないという理由から，政府アジェンダにお

いて高い優先順位を占め，真剣に検討されるこ
とも稀にみられる 162）。
政策の窓は稀にしか開かない。その理由とし
て次の 3つがあげられる。第 1に，政府と国会
の両者において，全ての問題が必ず通過しなけ
ればならないボトルネックが存在する。第 2

に，参加者は，特定の時期に検討する問題の数
を戦略的に制限する。第 3に，政府内部と周辺
の参加者が 1つの問題を集中して検討すると，
必然的に他の問題の検討は不可能になる 163）。
しかし，政府アジェンダ上の優先順位をめぐ
る競争は，あまり誇張されるべきではない。政
府アジェンダは拡大する時もあるし，縮小する
時もあるからである 164）。
予測可能な窓と予測不能な窓　法律の更新，

予算サイクル，首相の所信表明演説，定期的報
告書等によって，規則的に開いたり閉じたりす
る政策の窓もある。多くの政府のプログラム
は，ある時点で失効するので，再度権限を付与
されなければならない。法律の更新は問題を提
起し，政策アクティビストに政策案を推し進め
る機会を与える。予算編成は，毎年，政策アク
ティビストに資金調達に影響を及ぼす機会を与
える。定期的な首相の所信表明演説や報告書も
同じように作用する 165）。
他方，政策の窓は，どこまで詰めっていって
も偶然に左右される。いくつかの政策分野にお
いては，政策の窓は政権交替や危機によって開
いたり閉じたりする。連立政権発足，飛行機事
故，大震災，経済危機等のタイミングは統制不
能であり，部分的にしか予測できない。このよ
うな政策の窓の開閉は，適切な時期に出現する
政策アクティビストに依存するとともに，さま
ざまな参加者の出現と退出に影響を及ぼす 166）。

160︶ 政策の窓モデルでは，政策アクティビストが問
題・政策・政治を相互に結び付ける役割を担っ
ている。このような政策アクティビストの存在
は，次の 4 つの含意を有している。第 1 に，政
策アクティビストの役割を検討することは，
「人物」か「構造」かの議論を理解するのに役
立つことである。実際は「人物」と「構造」の
両者とも正しいのである。第 2 に，政策アク
ティビストは「提唱」と「仲介」という 2 つの
異なったタイプの活動を展開していることであ
る。第 3 に，政策アクティビストを含む参加者
の自由な政策形成プロセスは，創造的な政策形
成を可能にすることである。第 4 に，政策アク
ティビストは，必ずしも超人的に賢明である必
要はないことである。Kingdon （2011）, pp.182-
183.

161︶ Kingdon ibid., p.184.

162︶ Kingdon ibid., 小島（2003）, p.38。
163︶ 小島 ibid., pp.38-39。
164︶ Kingdon ibid., pp.184-185,小島 ibid., p.38。
165︶ Kingdon ibid., pp.186-189.
166︶ Kingdon ibid., pp.189-190.
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〔 5〕隣接問題への波及
特定の問題に関連して政策形成の窓が開く
と，他の類似の問題に関連して政策の窓が開く
可能性は大きくなる。このような相互に関連し
た出来事を説明するためには，ハースが提示し
た「波及」の概念が有効である。開いた特定の
政策の窓を利用することは，しばしば，その政
策分野の将来の意思決定の手引きとなる原則を
確立することになる。先例は，特定の政策分野
からそれに隣接する他の政策分野へ波及してい
く 167）。
原則の確立　ひとたび画期的な法律が通過し
たり，あるいは先例となる最終決定が行われた
りする場合，新しい原則が確立される。その
際，政策形成は次の 2つの理由から，以前のも
のとは決して同じものではなくなる。（1）それ
以降の政策は新しい原則にもとづいて形成され
るからである。（2）参加者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
なるからである。こうした状況は「原則の確
立」，「方向性の変更」，「先例の確立」等と呼ば
れる。しかし上述の（1）と（2）の理由とも関
連するが，先例となる出来事のもつ次の「政治
的側面」の方がより重要である。すなわち，変
化の阻止を目指しながら最終的に敗北した参加
者集団は，いまや自らの参加者集団を無敵であ
ると主張できなくなることである 168）。
Ⅱ節の 3項で述べたように，わが国の非営利
法人制度改革の事例研究 169）のためには，政策
形成を極めて能動的な知識創造プロセスとして
捉えられるように，政策の窓モデルを改訂する
必要があった。そこで以上のように本節の 2～
6項において，新・政策の窓モデルは次の 3点

のように改訂された（後掲の表 6）。
（1）政策形成の場に関しては，政策案が生
成・特定化される場に加え，問題が認識・定義
される場と政治が生成・展開される場を考慮す
る。
（2）政策アクティビストの役割に関しては，
問題の関心を高める，得意とする政策案を推し
進める，問題・政策・政治を結び付けるという
3つの役割に加えて，政策形成の場をより主体
的に設定する役割を考慮する。
（3）知識資産（ストック）に関しては，問題
のリストであるアジェンダに加え，政策案のス
トックである政策状況と，政治のストックであ
る政治状況を考慮する。
なお，これら 3つの知識資産を考慮すること
は，政策形成を能動的な知識創造プロセスとし
て捉えるために必要であるだけでなく，次の 7

項で述べる新・政策の窓モデルにもとづく「3

期間モデルによる年代記分析」のためにも不可
欠である。

7．3期間モデルによる年代記分析
表 4は，政策の窓モデルにもとづくキングダ
ンの 5つの事例研究と本研究の 2つの事例の概
要を示したものである。
キングダンは，上述のように，任期が 4年の

大統領制と議会が二大政党制のもとにある米国
の連邦政府における保健と運輸という 2つの分
野の政策形成の事例研究のために，政策の窓モ
デルを提示した。そして彼は，この政策の窓モ
デルにもとづいて，政策形成が「なぜ」そして
「どのように」して行われたかに関して，表 4

の 5つを含むいくつもの事例研究を試みてい
る。その事例研究に際してはいずれも，政策形
成の全プロセスを複数の期に区分することな
く，1つの期間として分析している。本稿では，
以下このような分析方法を「1期間モデルによ
る分析」と呼ぶことにする。

1期間モデルよって分析されたキングダンの
5事例の政策形成の概要は次の通りである。表

167︶ Kingdon （2011）, p.190. Haas （1968）, pp.291-
299，小島（2003）, p.39。政策の波及に関して
は，F. S. Berry C & W. D. Berry （1992, 1999）.

168︶ Kingdon ibid., pp.191-192，小島 ibid., p.39。
169︶ 特に事例研究の分析方法については，Yin & 

Heald （1975）, Yin （1994）, McNabb （2002）,
小島 ibid., pp.49-50。
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4の第 2～6列によれば，政策形成期間は平均 1

年 9ヶ月と短期間であり，その間の政権の数は
いずれも 1つであった。そして，政策アクティ
ビストの平均人数は 1.4人，開いた政策の窓の
平均数は 1.4，認識・定義された問題の平均数
は 1.8，生成・特定化された政策案の平均数は
1.8，生成・展開された政治の平均数は 2.0と，
いずれも極めて少なかった。
他方，本研究の事例①「2008年の公益法人
制度改革」と事例②「2011年の NPO法と寄付
税制の改正」の政策形成の 2つの概要は次の通
りである。表 4の第 7～8列によれば，政策形
成期間は平均 12年 9ヶ月と極めて長期間であ
り，その間の内閣の数はいずれも 6つと極めて
多い。そして，政策アクティビストの平均人数
は 4人，開いた政策の窓の平均数は 7，認識・
定義された問題の平均数は 4，生成・特定化さ
れた政策案の平均数は 20.5，生成・展開され
た政治の平均数は 11といずれも極めて多かっ
た。

したがって，本研究の事例①公益法人制度改
革と事例②「NPO法と寄付税制の改正」は，
いずれも政策の窓モデルにもとづいて分析され
たキングダンの 5事例よりも，はるかに複雑な
現象といえる。
さらに，これら 2事例に関しては，幸いなこ
とに，極めて膨大かつ豊富なデータが利用可能
である。具体的には，それぞれ作成された事例
の文字数は 70,000字超である。これに加えて，
年月日が特定化された詳細な出来事（参加者の
行動）を記述した前史，形成期，実現期の年表
がそれぞれ作成される 170）。
以上 2つの理由から，新・政策の窓モデルで
は，まず 2事例の政策形成プロセスはいずれ
も，他の期とは実質的に異なる政策形成活動
（政策アクティビストや参加者の活動）が展開
される前史，形成期，実現期の 3期に区分され
る。次に 2事例の膨大かつ豊富なデータは，観

表 4　政策の窓モデルにもとづくキングダンの 5つの事例研究と本研究の 2つの事例の概要

事例研究 1） ① 1977年のカー
ター航空規制緩和

② 1981年のレー
ガン予算

③ 1986年のレー
ガン税制改革法

④ 1993年のクリ
ントン医療保険改
革 4）

⑤ 2009年のオバ
マ医療保険制度改
革

① 2008年の公益
法人制度改革

② 2011年の「NPO
法と寄付税制の改
正」

政策形成期間 2） 1年 10ヶ月 10ヶ月 1年 10ヶ月 1年 10ヶ月 2年 3ヶ月 12年 3ヶ月 13年 3ヶ月

政権 3） カーター政権（1） レーガン政権（1） レーガン政権（1） クリントン政権
（1） オバマ政権（1） 6 6

政策アクティビス
ト 3）

カーン CAB委員
長（1）

ストックマン行政
管理局長（1）

ブラッドレイ議員
（1）

クリントン，ヒラ
リー特別委員長
（2）

オバマ，オルザク
CBO長官（2） 3 5

政策の窓 3）
フォード前政権に
よる提案の存在，
政権 1年目（2）

政権 1年目（1） 減税への圧力（1） 政権 1年目（1） 景気後退，政権 1
年目（2） 7 7

問題 3） 政府による経済規
制の緩和（1）

長期の経済停滞，
連邦予算の赤字
（2）

連邦予算の赤字，
税金システムの公
平さと効率性（2）

医療コスト上昇，
医療へのアクセス
の不平等（1）

医療コスト上昇、
景気後退，グロー
バリゼーション
（3）

3 5

政策案 4）
航 空 自 由 法 案
（キャノン＆ケネ
ディ案）（1）

レーガノミックス
による 1981年予
算案（1）

財務省 1案、財務
省 2案（2）

クリントン政権案
（1）

患者保護ならびに
医療費負担適正化
法案（1）

18 23

政治 3）

航空会社の反対統
一戦線のひび割
れ，民間航空委員
会の規制緩和支持

政権交替，共和党
の強い議会（2）

納税者の怒り（高
い税金，税法の抜
け穴）（1）

政権交替，利益集
団の猛攻撃（2）

政権交替，利益集
団のより好意的状
況、議会への法案
起草の委任（3）

6 16

注 1） 各事例の西暦年は，キングダンの事例研究（①～⑤）では政策形成の開始年を，他方，本研究の事例（①，②）では政策が決定・正当化された年を指し
ている。

注 2） 政策形成期間は，政策形成の開始から政策が正式に決定・正当化されるまでの期間を指している。ただし，事例④の場合だけは，アジェンダ（クリント
ン医療保険改革）は，政府アジェンダさらに決定アジェンダには上程されたが，正式に決定・正当化されなかった。したがって，政策形成期間は，政策
形成の開始から政権 2年目の中間選挙前までとした。

注 3）括弧内の数字は，米国の 5事例における政権，政策アクティビスト，政策の窓，問題，政治の数を指している。本研究の 2事例についても同様。
注 4） 事例（①～⑤）では，政策案の生成・特定化のアウトプットのみの数，他方，本研究の 2事例（①，②）では，政策案の生成・特定化のアウトプットと

プロセスの両方の数を指している。
出所：事例①～⑤に関しては，Kingdon（2011）にもとづいて作成。

170︶ 小島（2014），小島・平本（2017）。
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察者にとって理解可能なストーリーにそって整
理され，詳細な年代記分析が試みられる。
以下，前史，形成期，実現期の 3つの期を説
明する。説明に際しては，政策アクティビスト
による問題（アジェンダ），政策案（政策状況），
政治（政治状況）の 3つの「結び付け」につい
て触れる。
最初の前史は，政府（内閣・省庁），議員・
国会，市民団体の 3つのうちの一部もしくはす
べての参加者が，特定の政策形成をいまだ開始
していない期間である。特定の政策形成がいま
だ開始されていない前史を考慮する理由は，前
史における参加者のさまざまな活動が，形成期
と実現期の政策形成の進展に直接的あるいは間
接的に影響を及ぼすからである。この前史にお
いては，問題（アジェンダ），政策案（政策状
況），政治（政治状況）の 3つのうち，1つ，2

つ，あるいはすべてが不十分な内容であり，政
策アクティビストによる 3つの「結び付け」は
行われない 171）。
次の形成期は，3つの参加者のうちの一部も

しくは全部の参加者が，特定の政策形成を開始
し，政策の正式な決定・正当化に向けた諸準備
を進めている期間である。この形成期において
は，問題（アジェンダ），政策案（政策状況），
政治（政治状況）の 3つは，いまだ十分な内容
を備えておらず，アジェンダ，政策状況，政治
状況の 3つは部分的に結び付いているに過ぎ
ず，1つのパッケージを構成していない。した
がって，政策の正式な決定・正当化は行われな
い 172）。
最後の実現期は，前史と形成期を経て，3つ

のすべての参加者が，特定の政策形成に関わる
とともに，アジェンダ，政策状況，政治状況の
3つがいずれも十分な内容を備えるようになっ
た期間である。このような場合，政策アクティ
ビストによる 3つの「結び付け」が行われ，特

定の政策が正式に決定・正当化される 173）。正
式に決定・正当化された政策は，その後，他の
政策に波及する場合がある。
新・政策の窓モデルでは，上記のアジェン

ダ，政策状況，政治状況の 3つのストックの考
慮に加えて，事例研究から収集される事象の解
析に年代記分析が適用される。
年代記分析は，事例研究の事象を経時的に追
跡する方法であり，時系列分析の特殊型であ
る。原因と結果の連続は，時間的に逆転するこ
とはあり得ない。このため，事象を年代順に並
べることによって，因果的な事象を経時的に確
定することができる。なお，年代記分析では，
一般的な時系列分析とは異なり，多くの異なっ
たタイプの変数が扱われる。したがって，1つ
の独立変数や従属変数に限定されることはな
い 174）。
表 5は，新・政策モデルにもとづく 3期間モ

デルによる政策形成の年代記分析表である。こ

表 5　�新・政策の窓モデルにもとづく 3期間モデルによる政
策形成の年代記分析表

前史 形成期 実現期

参加者

政策アクティビスト

政策形成の場

政府アジェンダ

問題の流れ

アジェンダ

問題の認識・定義

問題の窓 1）

政策の流れ
政策状況

政策案の生成・特定化

政治の流れ

政治の窓 1）

政治の生成・展開

政治状況

問題・政策・政治の結び付き（政策の決定・正
当化）

注 1） 問題の窓と政治の窓はいずれも，政策の流れに向かって開く。この
点を考慮して，問題の窓と政治の窓の各行は，政策の流れの行に接
して配置されている。

171︶ 小島・平本（2011）, p.18。
172︶ 小島・平本 ibid., pp.18-19。

173︶ 小島・平本 ibid., pp.19-20。
174︶ ＂analysis of  chronological events＂は，「年代

記分析」ないし「年代順配列分析」と訳され
る。  Yin （1996）, p.116，小島（2003）, p.50，
小島・平本 ibid., pp.37-38。
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れによれば，政策形成は，前史，形成期，実現
期の 3期に区分される。そして，各期における
参加者の行動と行動間の相互関係は，次の 4つ
の手続きによって記述・分析される。（1）各期
に関して，分析の出発点となる年表を作成す
る。年表は，政府（内閣・省庁），議員・国会，
市民団体ごとの行動を整理したものである（年
表の作成）。（2）各期の年表にもとづいて，参
加者の行動と行動間の相互関係を年代順に詳細
に記述する（事例の作成）。（3）新・政策の窓
モデルにもとづいて，各期および全 3期間にお
ける参加者の行動と行動間の相互関係を詳細に
分析する（事例の分析）。（4）分析結果より，
非営利法人制度改革に関する発見事実を析出す
るとともに，発見事実より命題を導出する（発
見事実の析出と命題の導出）175）。
以上のような「3期間モデルによる年代記分

析」は，分析者が理解可能なストーリーにそっ
て事例を整理・分析することを可能にするとと
もに，政策形成の参加者が実践のフェイズごと
に何に注目すべきかを明確に意識させるのに有
効である。

8．新・政策の窓モデルの概念図
以上導出された新・政策の窓モデルは，多様
な参加者による複雑な現実の政策形成を分析す
るための理論的枠組である。このため，多数の
要素によってモデルが構成されており，それら
要素間の相互関係も難解である。図 3は新・政
策の窓モデルの概念図である。以下この概念図

を用いて新・政策の窓モデルの概要を説明す
る。
新・政策の窓モデルでは，特定の政策の長期
にわたる形成プロセスは，前史，形成期，実現
期の 3つの期に区分して分析される。
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。政策形成システムの多種多様な
参加者，特に政策アクティビストは，これら 3

つの流れの中に，政策形成の場において①認
識・定義された問題，②生成・特定化された政
策案，③生成・展開された政治，をそれぞれ投
げ込んでいる。しかし，図 3の明瞭性を確保す
るために，政策アクティビストを含む多種多様
な参加者は描かれていない。同様に，これら参
加者によって 3つの流れの中へ投げ込まれた①
問題のリストであるアジェンダ，②政策案のス
トックである政策状況，③政治のストックであ
る政治状況はいずれも描かれてはいない。
まず初めに，問題の流れ，政策の流れ，政治
の流れを説明する。
問題の流れ：前史に問題の窓 1，形成期に問

題の窓 2がそれぞれ開くことを契機に，問題の
認識・定義 2と問題の認識・定義 4が政策形成
の場において行われ，問題 2と問題 4が問題の
流れの中に投げ込まれている。これら問題 2と
問題 4は，それぞれ開いた問題の窓 1と問題の
窓 2を通って，政策の流れの中に入り浮遊して
いる。さらに問題の流れの岸にいる参加者は，
前史に問題の認識・定義 1を，形成期に問題の
認識・定義 3を政策形成の場において行い，問
題 1と問題 3を問題の流れの中にそれぞれ投げ
込んでいる。このうち，問題 1は前史に開いて
いる問題の窓 1を通って，問題 3は形成期に開
いている問題の窓 2を通って，それぞれ政策の
流れの中に入り浮遊している。
政策の流れ：政策の流れの岸にいる参加者
は，前史に政策案の生成・特定化 1を，形成期
に政策案の生成・特定化 2を，実現期に政策案
の生成・特定化 3を政策形成の場において行

175︶ なお（1）の年表の作成と（2）の事例の作成
は，常にこの順序で行われるとは限らない。最
初に（2）の事例の作成が行われ，次に（1）の
年表の作成が行われる場合もある。また，年表
を作成する過程で，事例の作成が精緻化され
る，あるいは，事例の作成の過程で年表に記載
すべき事項が追加される場合もある。したがっ
て，（1）の年表の作成と（2）の記述は，非営
利法人制度改革過程を正確・忠実に記述するた
めの相互補完的な手順である。小島（2003），
pp.51-52，小島・平本（2011）, pp.38-39。
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い，これら政策案 1，政策案 2，政策案 3をそ
れぞれ政策の流れの中に投げ込み浮遊させてい
る。
政治の流れ：形成期に政治の窓 1，実現期に

政治の窓 2がそれぞれ開くことを契機に，政治
の生成・展開 2と政治の生成・展開 3が政策形
成の場において行われ，政治 2と政治 3が政治
の流れの中に投げ込まれ，それぞれ開いている
政治の窓 1と政治の窓 2を通って政策の流れの
中に入り浮遊している。さらに政治の流れの岸
にいる参加者は，形成期に政治の生成・展開 1

を政策形成の場において行い，政治 1を政治の
流れの中に投げ込んでいる。この政治 1は形成
期に開いている政治の窓 1を通って，政策の流
れに入り浮遊している。
次に，政策アクティビストによる各期におけ
る 3つの流れの合流と問題・政策・政治の結び
付きに関して，前史，形成期，実現期の順に説
明する。
前史の合流と結び付き：前史において 1度目

の合流がみられる。上の問題の流れで述べたよ
うに，この合流は問題の窓 1が開いた結果生じ
たものである。この問題の窓 1が開いたことを
契機に，問題の認識・定義 2が政策形成の場に
おいて行われ，問題 2が問題の流れの中に投げ
込まれている。この問題 2と上記の問題 1は，
開いている問題の窓 1を通って，それぞれ政策
の流れの中に入り浮遊している。さらに，上の
政策の流れで述べたように，前史に政策案の生
成・特定化 1が，政策形成の場において行われ
た。しかし，この政策の流れの中に投げ込まれ
た唯一の政策案 1は，未だ十分な内容を備えて
おらず，融和された政策案でもない。他方，こ
の前史においては，政治は生成・展開されず，
政治の流れの中にも政策の流れの中にも政治は
一切存在しない。
したがって，前史末においては，アジェンダ

【問題 1～2】，政策状況【政策案 1】，政治状況
【政治なし】の 3つは，政策アクティビストに
よって相互に結び付けられことはなく，当該ア

ジェンダ（たとえば，公益法人制度改革あるい
は「NPO法と寄付税制の改正」）の政府アジェ
ンダにおける優先順位は低かった。その結果，
特定の「政策」が正式に決定・正当化されるこ
とはなかった。
形成期の合流と結び付き：形成期において 2

度目と 3度目の合流がみられる。上の問題の流
れと政治の流れで述べたように，これらの合流
は，問題の窓 2と政治の窓 1がそれぞれ開いた
結果生じたものである。
問題の窓 2が開いたことを契機に，問題の認
識・定義 4が政策形成の場において行われ，問
題 4が問題の流れの中に投げ込まれている。こ
の投げ込まれた問題 4は，開いている問題の窓
2を通って政策の流れの中に入り浮遊してい
る。さらに，問題の流れの岸にいる参加者は，
上の問題の流れで述べた問題 3を問題の流れの
中に投げ込んでいる。この問題 3は，開いてい
る問題の窓 2を通って政策の流れの中に入り浮
遊している。
他方，政治の窓 1が開いたことを契機に，政
治の生成・展開 2が政策形成の場において行わ
れ，政治 2が政治の流れの中に投げ込まれてい
る。この投げ込まれた政治 2は，開いている政
治の窓 1を通って政策の流れの中に入り浮遊し
ている。さらに，政治の流れの岸にいる参加者
は，上記の政治の生成・展開 1を政策形成の場
において行い，政治 1を政治の流れの中に投げ
込んでいる。この政治 1は，開いている政治の
窓 1を通って政策の流れの中に入り浮遊してい
る。
そしてこの形成期において，政策の流れの岸
にいる参加者は，政策案の生成・特定化 2を政
策形成の場において行い，政策案 2を政策の流
れの中に投げ込んでいる。したがって，政策の
流れには，政策案 2と前史に投げ込まれた政策
案 1が浮遊している。
これら形成期末のアジェンダ【問題 1～4】
と政治状況【政治 1～2】は，部分的ではあるが
結び付いている。しかし，形成期末の政策状況
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【政策案 1～2】は，形成期末のアジェンダと政
治状況に適合するようなものではなかった。
したがって，形成期末において，アジェンダ

【問題 1～4】，政策状況【政策案 1～2】，政治状
況【政治 1～2】は，政策アクティビストによっ
て相互に結び付けられ 1つのパッケージを構成
することはなく，当該アジェンダの政府アジェ
ンダにおける優先順位は，決して高くはなかっ
た。その結果，特定の「政策」が正式に決定・
正当化されることはなかった。
実現期の合流と結び付き：実現期において，

4度目の合流がみられる。上の政治の流れで述
べたように，この合流は政治の窓 2が開いた結
果生じたものである。この政治の窓 2が開いた
ことを契機に，政治の生成・展開 3が政策形成
の場において行われ，政治 3が政治の流れの中
に投げ込まれている。この投げ込まれた政治 3

は，開いている政治の窓 2を通って政策の流れ
の中に入り浮遊している。そして，政策の流れ
の岸にいる政策アクティビストが，この政治 3

を拾いあげ，政治 1と政治 2に加えて，政治状
況の上に積み上げている。
さらに，上の政策の流れで述べたように，政
策の流れの岸にいる参加者は，政策案の生成・
特定化 3を政策形成の場において行い，政策案
3を政策の流れの中に投げ込んでいる。この政
策案 3は，前史に投げ込まれた政策案 1と形成
期に投げ込まれた政策案 2とともに，政策の流
れの中で浮遊している。そして，政策の流れの
岸にいる政策アクティビストが，この政策案 3

を拾いあげ，政策案 1と政策案 2に加えて政策
状況の上に積み上げている。
したがって，実現期末において，アジェンダ

【問題 1～4】，政策状況【政策案 1～3】，政治状
況【政治 1～3】は，政策アクティビストによっ
て相互に結び付けられ 1つのパッケージを構成
し，当該アジェンダの政府アジェンダにおける
優先順位は劇的に高まった。その結果，当該
「政策」は正式に決定・正当化された 176）。

9．本研究の問いと政策形成活動の関係
政策形成は，政府内部と周辺の参加者の活動

ないし行為である。新・政策の窓モデルは，こ
れら参加者の活動に焦点をあわせて政策形成を
分析するモデルである。すなわち，政策の流れ
が，政策形成システムの 3つの流れのうち，中
心的な流れとして取りあげられ分析される。
図 4は，政策形成を構成する活動の種類とそ
の相互関係を示したものである。これによれ
ば，政策形成を構成する活動は次の 7種類から
なっている。すなわち，①参加者の特定化，②
政策形成の場の設定・活用，③問題の認識・定
義，④政策案の生成・特定化，⑤政治の生成・
展開，⑥政策アクティビストによる結び付け，
⑦政策の波及，である。
これらの活動のうち，③の問題の認識・定

義，④の政策案の生成・特定化，⑤政治の生
成・展開の 3つの活動は，⑥の政策アクティビ
ストによる結び付けという活動によって，最終
的に，政策案の選択による政策の正式な決定・
正当化，すなわち政策形成につながる 177）。
Ⅰ節で述べたとおり，本研究の目的は，非営
利法人制度改革（以下「制度改革」と略記する

図 4　政策形成を構成する活動の種類

176︶ 小島（2003）, pp.40-44。
177︶ 小島・平本（2011），pp.20-21。
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ことがある）が，「なぜ」そして「どのように」
して行われたのかを解明することであった。こ
の問いは，以下の 7つの「具体的な問い」から
なっている。（1）制度改革の参加者は，なぜ・
どのようにして特定化されたのか。（2）制度改
革の場は，なぜ・どのようにして設定・活用さ
れたのか。（3）さまざまな問題は，なぜ・どの
ようにして認識・定義されたのか。（4）複数の
多様な政策案は，なぜ・どのようにして生成・
特定化されたのか。（5）複数の政治は，なぜ・
どのようにして生成・展開されたのか。（6）制
度改革は，なぜ・どのようにして正式に決定・
正当化されたのか。（7）①特定非営利活動促進
法は，なぜ・どのようにして公益法人制度改革
関連 3法に波及したのか，②新公益法人税制
は，なぜ・どのようにして新寄付税制に波及し
たのか。
これら 7つの「具体的な問い」は，図 4の 7

つの政策形成活動にそれぞれ対応している。す
なわち，問い（1）と活動①，問い（2）と活動
②，問い（3）と活動③，問い（4）と活動④，
問い（5）と活動⑤，問い（6）と活動⑥，問い
（7）と活動⑦が，それぞれ関連している。ま
た，問い（6）は，活動⑥を中心とするすべて
の活動と密接に関連している。
上述の 7つの「具体的な問い」は，新・政策
の窓モデルを構成する次の 5つの要素と関わっ
ている。第 1の要素は参加者と政策形成の場で
ある。第 2の要素は問題の流れである。第 3の
要素は政策の流れである。第 4の要素は政治の
流れである。第 5の要素は問題・政策・政治の
結び付けと波及である。これら 5つの要素は，
政策形成が「なぜ」そして「どのように」して
行われるのかを規定しており，本節の 2項から
6項で詳述された 178）。

10．新・政策の窓モデルの 7つの長所
政策の窓モデルは，Ⅱ節の 3項で述べた（1）

政策形成の大部分が説明可能である，（2）直感
的に理解可能であり利用への参入障壁が低いと
いう 2つの長所をもっている。さらに政策の窓
モデルは，次に詳述される（1）優れたプロセ
ス概念が採用されている，（2）偶然性とパター
ンをともなう現象が理解可能である，（3）突然
の劇的な「大きな政策変化」が分析可能であ
る，という 3つの長所をもっている。したがっ
て，本稿で導出した新・政策の窓モデルは，政
策の窓モデルのこれら全部で 5つの長所を引き
継いでいることになる。加えて，新・政策の窓
モデルは，新たに，（4）政策形成が前史・形成
期・実現期の普遍的な区分により動態的に分析
可能である，（5）政策形成が極めて能動的な知
識創造プロセスとして分析可能である，という
2つの長所をもっている。以下，政策の窓モデ
ルから引き継いだ 3つの長所と新たな 2つの長
所について説明する。
（1）優れたプロセス概念が採用されている 179）

政策研究の最も有力な方法は，政策の「プロ
セス」に焦点を当てるものである。特定の政策
に焦点を当てて，その政策が正式に決定・正当
化されるまでに，いかなる参加者がどのように
関わったのかを実証的に明らかにする。このよ
うな政策の「プロセス」に注目した研究を試み
ることにより，優れた政策がつくられる状況要
因を析出しようとしてきた 180）。
キングダンを含む米国の公共政策の研究者
は，政策形成のプロセスを次のように捉えてき
た。すなわち，政策形成のプロセスにおいて
は，さまざまな目的や利害をもった組織や個人
である参加者が，自らの意見を政策に反映させ

178︶ 小島・平本（2011），pp.21-22。

179︶ ホワイトヘッドは，「有機体の哲学」の基礎に
「すべての事物は流れる」という仮説を据え，
この事物の流動性を捉えるために「過程 
（process）」という概念を提示した。ホワイト
ヘッドのプロセス概念については，Whitehead 
（1978）, p.208，中村（2007），野中・遠山・平
田（2010）, p.13，山本（2011）。

180︶ 風間（2013），p.140。
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ようと相互作用を展開する。そして，参加者間
の政治的な交渉や妥協によって，政策が決定・
正当化される 181）。
政策の窓モデルにおいて展開されるプロセス
は，多くの他の政策形成モデルの場合とは全く
異なっている。上述のように，出来事（問題，
政策，政治）は，段階・ステップ・フェイズを
整然と進んで行くわけではない。それよりも，
独自の生命をもつ相互に対等でかつ同時に政策
形成システムを流れている問題，政策，政治の
3つの流れが，政策の窓が開いた時に結び付く
のである。したがって，参加者は，最初に問題
を認識・定義し，次にその問題に対する政策案
を探索するわけではない 182）。
他方，このような優れたプロセス概念を採用
していない他のモデルは，政策形成プロセスの
一部を記述はしているが不完全である。たとえ
ば，圧力団体モデル（pressure model）は，政
治の流れの一部を記述はしているが，問題や政
策案のアイディア自体も，圧力団体の圧力と同
程度かそれ以上に重要であることを見逃してい
る。包括的合理的モデル（合理的選択論）は，
参加者は包括的なアプローチを採用し，かなり
合理的な意思決定をおこなうものとして捉えて
いる。しかし，現実のプロセスはそれほど整然
とはしていない。増分主義モデルは，政府の予
算編成プロセス，すなわち，政策の流れの一部
を記述してはいるが，政府アジェンダの変化を
説明できない 183）。
（2）�偶然性とパターンをともなう現象が理解可

能である
政策の窓モデルでは，次のような現象が想定
されている。（1）かなりの量の複雑性，偶発
性，言葉では言い表せない幸運などが存在す
る。（2）ときどき問題・政策・政治の驚くよう
な結び付きが生じる。（3）なぜかよく分からな

いまま特定の問題が政府アジェンダに上程され
る。（4）重要な参加者の偶然の参入と退出が政
策形成の結果に影響を及ぼす。（5）ある程度の
予測不能性が残る。
しかしこれら想定される 5つの現象のため
に，政策の窓モデルによって解明される政策形
成プロセスが，本質的に偶然であると結論付け
ることは誤りである。というのは，①各流れの
内部プロセス，②結び付きを形成するプロセ
ス，③政策形成システムに対する一般的制約の
3つには，明らかに一定の必然性に支配される
パターンが存在するからである 184）。
政策の窓モデルの最も重要な特徴は，各概念
が確率変数であることである。「可能性は高まっ
たり低まったりする」，「起こりそうな出来事も
あれば，起こりそうにない出来事もある」こと
が繰り返し述べられる。このような政策形成プ
ロセスを記述するに際しては，厳重な規則や満
足されるべき条件を特定することよりも，各概
念の確率を見積もることの方が有益である 185）。
（3）�突然の劇的な「大きな政策変化」が分析可

能である
政策の窓モデルにおいては，2つの異なる進

化モデルがプロセスの異なる部分に当てはまる
ものとして捉えられている。まず問題の流れの
中の展開には，「断絶的均衡」の進化プロセス
が相対的により当てはまる。問題の認識・定義
は「断絶的均衡」である。問題は突然に起こ
る。参加者の問題に対する関心は，最初はこの
問題，次はあの問題と短期間に移っていく。政
策の窓が開くと，政策アクティビストが行動す
る好機がごく短時間出現する。しかし，すぐ政
策の窓は閉じてしまう。問題の時経列的な展開
は，緩やかで漸進的ではなく，ジャンプやス
テップのような形をとり進行していくのであ
る 186）。

181︶ 風間（2013），p.140。
182︶ Kingdon （2011）, pp.205-206.
183︶ Lindblom （1959）, Kingdon ibid., p.206.

184︶ Kingdon ibid..
185︶ Kingdon ibid., p.208，小島（2003）, pp.44-45。
186︶ Kingdon ibid., p.226.
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次の政策の流れの中の展開には，問題の流れ
と政治の流れの場合に比して，ダーウィンの
「漸進的」な進化プロセスが相対的により当て
はまる。長い期間の熟成があって初めて，政策
の流れの中から政策案が現れる。アイディアは
漂い，政策案に翻訳され，さまざまな政策形成
の場で議論され，改訂され，もう一度漂う。存
続規準を満たさない政策案は徐々に消え失せ，
存続規準を満たす政策案は広く受け入れられ
る 187）。
最後の政治の流れは，①国民のムードの変
化，②利益集団の活動，③政府関係者の交替，
④政府内部の管轄争いの 4つの政治的要因から
なりたっている。これら 4つの政治的要因は，
いずれも「突然に急激に」変化する。したがっ
て，政治の流れの中の展開は，政策の流れの
「漸進的」な進化プロセスよりは，むしろ問題
の流れの「断絶的均衡」の進化プロセスに類似
している。
このような政策の窓モデルにおいては，政策
の窓が突然開くことを契機に，問題・政策・政
治の 3つが，政策アクティビストによって 1つ
に結び付けられる。その結果，特定の問題の政
府アジェンダ上の優先順位が上がり，最終的に
政策が正式に決定・正当化される可能性が高ま
る。すなわち，政策は「突然に急激に」変化す
るのである 188）。

（4）�政策形成が前史・形成期・実現期の普遍的
な区分により動態的に分析可能である
キングダンは，上述のように，任期が 4年の

大統領制と議会が二大政党制のもとにある米国
の連邦政府における保健と運輸という 2つの分
野の政策形成の事例研究のために，政策の窓モ
デルを提示した。そして彼は，この政策の窓モ
デルにもとづいて，上掲の表 4の 5つを含むい
くつもの事例研究を試みている。その事例研究
に際しては，いずれも政策形成の全プロセスは
「特に区分せず」分析されている。
筆者らは，小島（2003）において，議院内閣
制で必ずしも二大政党制ではないわが国におけ
る「NPO法の立法過程」を分析するために，
改訂・政策の窓モデルを提示した。この事例
は，上述のキングダンによって政策の窓モデル
にもとづいて分析された 5事例よりも複雑な現
象であった。さらに，この事例に関しては，膨
大かつ豊富なデータが利用可能であった。そこ
で，NPO法の立法過程は「事例に適合した 6

期に区分」され，詳細な年代記分析が試みら
れ，興味ある結果が析出された。
本研究においては，同じわが国における公益
法人制度改革と「NPO法と寄付税制の改正」
の 2事例を分析するために，新・政策の窓モデ
ルを導出した。上掲の表 4に示されたように，
2事例はいずれも非常に複雑な現象である。さ
らに幸いなことに，これら 2事例に関しても，
極めて膨大かつ豊富なデータが利用可能であ
る。
新・政策の窓モデルでは，これら 2つの理由
から，政策形成プロセスは，他の期とは実質的
に異なる政策形成活動（政策アクティビストや
参加者の活動）が展開される前史・形成期・実

187︶ Kingdon （2011）, p.228.
188︶ ザバティエらの唱道連携モデルは，唱道連携グ

ループの政策志向的学習にもとづく連続的・増
分的な政策変化，すなわち「小さな政策変化」
を説明しようとするモデルといえる。上述のよ
うに，唱道連携モデルでは，政策案が存続する
か途中で挫折するかを決める規準の中に，政策
コミュニティの専門家が政治の流れの中で起こ
りそうな出来事を予想するというものがある
が，この規準は政策の流れと政治の流れがある
程度関連していることを示している。政策の窓
モデルとは異なり，唱道連携モデルは，この政
策の流れと政治の流れを独立の流れとしてより
も，より密接に関連する流れと捉えている。こ
の点からも，突然の予期せぬ問題・政策・政治

の結び付きの結果として生じる「大きな政策変
化」を説明しようとする政策の窓モデルとは異
なり，唱道連携モデルは，もっぱら連続的・増
分的な政策変化，すなわち「小さな政策変化」
を説明しようとするモデルといえる。Kingdon 
ibid.
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現期の 3期に区分される。次に，膨大かつ豊富
なデータが，因果関係の連鎖あるいは参加者間
の相互作用等により理解可能なストーリーに
そって整理され，詳細な年代記分析が試みられ
る。
以上の考察より，新・政策の窓モデルにもと
づく「前史・形成期・実現期の普遍的な区分」
による年代記分析は，政策の窓モデルにもとづ
く「特に区分せず」の分析と改訂・政策の窓モ
デルにもとづく「事例に適合した区分」による
年代記分析に比して，次の 2つの特徴をもって
いる。1つ目の理論的な特徴は，政策形成にお
ける因果関係の連鎖および参加者間の相互作用
等の理解がより容易であることである。2つ目
の実践的な特徴は，政策形成のさまざまな参加
者が，前史・形成期・実現期の実践のフェイズ
ごとに，何を重視すべきかを明確に意識させる
ことである。
（5）�政策形成が極めて能動的な知識創造プロセ

スとして分析可能である
表 6は，（1）政策の窓モデル，（2）改訂・政

策の窓モデル，（3）新・政策の窓モデルの 3つ
を比較したものである。なお，表 6の内容に関
しては，既にⅡ節の 3項の〔3〕の「政策の窓
モデルの改訂の方向性」において述べられた。
この表 6の最終行に示されるように，（1）の政

策の窓モデルは，政策形成を必ずしも能動的と
はいえない知識創造プロセスとして捉えてい
る。（2）の改訂・政策の窓モデルは，政策形成
をより能動的な知識創造プロセスとして捉えて
いる。（3）の新・政策の窓モデルは，政策形成
を極めて能動的な知識創造プロセスとして捉え
ている。この新・政策の窓モデルの特徴は，同
時に長所である。
表 7は，以上説明してきた新・政策の窓モデ
ルの全部で 7つの長所を整理したものである。

Ⅳ　公益法人制度改革の暫定的分析

1．�前史の分析（橋本内閣発足から閣議決定
「公益法人制度の抜本的改革に向けた取組み
について」まで　1996.1～2002.3）
前史は，各参加者が，わが国の公益法人制度

表 6　3つのモデルの比較
（1）政策の窓モデル

Kingdon（1984）
（2）改訂・政策の窓モデル

小島（2003） （3）新・政策の窓モデル

①政策形成の場 政策案が生成・特定化される
場のみを考慮している

左に加え，問題が認識・定義
される場と政治が生成・展開
される場を考慮している

左と同じ

②政策アクティ
　ビストの役割

①問題の関心を高める，②得
意とする政策案を推し進め
る，③問題・政策・政治を結
び付けるという 3つの役割に
限定した，主体的リーダー
シップを考慮している

左の 3つに④政策形成の場を
より主体的に設定する役割を
加えた，より主体的リーダー
シップを考慮している

左と同じ

③知識資産
（ストック）

問題のリストであるアジェン
ダのみを考慮している

左に加え，政治のストックで
ある政治状況を考慮している

左に加え，さらに政策案（ア
ウトプットとプロセス）のス
トックである政策状況を考慮
している

④分析期間の区分 特に区分せず 当該事例に適合した区分 前史・形成期・実現期の普遍
的な区分

政策形成
必ずしも能動的とはいえない
知識創造プロセスとして捉え
ている

より能動的な知識創造プロセ
スとして捉えている

極めて能動的な知識創造プロ
セスとして捉えている

出所：小島（2003），p.47に加筆・修正。

表 7　新・政策の窓モデルの 7つの長所
①政策形成の大部分が説明可能である
②直感的に理解可能であり，利用への参入障壁が低い
③優れたプロセス概念が採用されている
④偶然性とパターンをともなう現象が理解可能である
⑤突然の劇的な「大きな政策変化」が分析可能である
⑥ 政策形成が前史・形成期・実現期の普遍的な区分により動態的に分析可
能である

⑦政策形成が極めて能動的な知識創造プロセスとして分析可能である

注）①～⑤は政策の窓モデルから引き継いだ長所であり，⑥と⑦は政策の
窓モデルを改訂した結果得られた長所である。
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の不備と変革の必要性を認識し，制度変革の議
論を開始してから閣議決定「公益法人制度の抜
本的改革に向けた取組みについて」までの時期
である。この前史の分析結果は表 8に要約され
る。以下表 8について説明する。
1）参加者
前史の政府（内閣・省庁）の主要な参加者

は，①財務省，②法務省，③橋本内閣，④小渕
内閣，⑤森内閣，⑥行政改革推進事務局，⑦小
泉内閣，⑧石原伸晃行革担当相，であった。
参加者①（財務省）は，他の省庁同様，行政
委託型公益法人等に対して多額の国費（補助
金，委託費）を提供するとともに，多数の官僚
OBを理事として天下りさせていた。
参加者②（法務省）は，2001年 6月に，行
政改革の一環として中間法人法案を成立させ
た。他方，法務省は，当時，民法改正をともな
う公益法人制度改革に関しては次のように考え
ていた。すなわち「民法改正は法制審議会に諮
らねばならない。100年以上続く公益法人制度
がそう簡単に変わるはずがない。結局，民法改
正は実行できないまま終わるに決まっている」。

参加者③（橋本内閣，自社さ　1996.1～
1998.7）は，参加者④（小渕内閣，自，自自，
1998.7～2000.4）と参加者⑤（森内閣，自公保，
2000.7～2001.4）とともに，前史の政権であっ
た。
参加者⑥（行政改革推進事務局）は，前史の
最終盤に参入した参加者である。行政改革推進
事務局は，設置目的を超えた活発な活動を展開
した。具体的には「公益法人制度の抜本的改革
に向けた取組みについて」の閣議決定を実現し
た。
参加者⑦（小泉内閣）と参加者⑧（石原伸晃
行革担当相）は，前史の終盤に登場したが，特
段目立った活動を展開したわけではない。
前史の議員・国会の主要な参加者は，⑨自社
さ行政改革 PTと⑩自民党行政改革推進本部で
あった。
参加者⑨（自社さ行政改革 PT）は，1996年

7月，橋本内閣に対して「公益法人の運営等に
関する提言」を提出した。
参加者⑩（自民党行政改革推進本部）は，

1995年 12月，橋本自民党総裁によって，自身

表 8　前史の分析結果
（橋本内閣発足から閣議決定「公益法人制度の抜本的改革に向けた取組みについて」まで 1996.1～2002.3）

参加者

政府（内閣・省庁） ①財務省，②法務省，③橋本内閣，④小渕内閣，⑤森内閣，⑥行政改革推進事務局，⑦小泉内閣，⑧石原伸
晃行革担当相

議員・国会 ⑨自社さ行政改革 PT，⑩自民党行政改革推進本部

市民団体 ⑪公益法人協会

政策アクティビスト ①橋本龍太郎首相

政策形成の場

政府アジェンダ 1） ①小選挙区比例代表並立制選挙，②行政改革（省庁再編），③沖縄米軍基地問題，④金融危機（山一・拓銀等），
⑤自社さ連立政権から自民党連立政権へ，⑥公益法人制度改革

問題の流れ

アジェンダ 2） 公益法人制度改革

問題 ①公益法人ガバナンスの透明化 ,②行政改革のための公益法人制度改革

問題の窓 ①KSD事件 ,②行政改革大綱の閣議決定

政策の流れ

政策状況 2）

政策案 3）
①行政監察／指導監督の実施報告，②与党行政改革 PT「公益法人の運営等に関する提言」，③閣議決定「公
益法人の設立許及び指導監督基準」，④NPO法の立法，⑤行政改革推進事務局の設置，⑥橋本大臣による国
所管法人の点検指示，⑦中間法人法の立法，⑧閣議決定「公益法人制度の抜本的改革に向けた取組みについて」

政治の流れ

政治の窓 ①小泉内閣の発足

政治 ①小泉内閣の存続

政治状況 2）

問題・政策・政治の結び付き〈政策の決定・正
当化〉4）

アジェンダ（問題①～②）・政策状況（政策案①～⑧）・政治状況（政治①）の 3つが，相互に全く結び付い
ていない

注 1） 「政府のアジェンダ」は，当期末の問題のリストであり，当該政策（公益法人制度改革あるいは「NPO法と寄付税制の改正」）とともに，優先順位をめぐ
る競争を展開していた他の問題である。

注 2） アジェンダ，政策状況，政治状況は，いずれも当期首のリストもしくはセットを指している。
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の掲げる 6つの改革を実現するために，党総裁
直属の機関として設置された。自民党行政改革
推進本部は，公益法人制度改革の全期間にわ
たって「政治優位・政治主導」を貫き，形成期
の最終局面を除き，公益法人制度改革そのもの
に異論を挟むことはなかった。
前史の市民団体の主要な参加者は，⑪の公益
法人協会のみであった。
参加者⑪（公益法人協会）は，全国の公益法
人を代表して，公益法人制度改革に関する意見
表明・ロビー活動を開始した。
2）政策アクティビスト
前史に登場した政策アクティビストは橋本龍
太郎首相である。橋本は，1994年 6月に発足
した自社さ連立政権の村山富市内閣で通産相を
務め，1996年 1月の村山退陣にともない首相
に就任した。彼は，首相在任中は，住専問題や
行財政改革に取り組むとともに，1998年 7月
の首相退任後も，第 2次森喜朗改造内閣の行革
担当相を努めた。橋本が提唱した行財政改革は
「構造改革」であり，短期間に①中央省庁の 1

府 22省庁への再編，②独立行政法人設置への
方向性の提示，③従来「聖域」であった郵政事
業の検討，④内閣府の設置等を実現した。形成
期と実現期の小泉「構造改革」は，この橋本
「構造改革」の成果にもとづいて展開されたの
である。
公益法人制度改革に関する橋本の貢献は，国
所管公益法人の点検を内閣官房の行政改革推進
事務局で行うよう指示したことである。行政改
革推進事務局は，橋本「構造改革」の成果の 1

つである 2001年 1月の中央省庁 1府 12省への
再編に際して，行政改革推進のために内閣官房
に設置された事務局である。2001年 1月 30日，
橋本は，閣僚懇談会で各省大臣に対して所管の
公益法人について次の 4つの観点から総点検を
行うよう要請し，その事務局を行政改革推進事
務局とした。4つの観点は，①民間企業との競
合性，②公共事業の遂行度合，③役員の報酬・
退職金，④委託・発注の公正性である。橋本大

臣が国所管の公益法人の点検を内閣官房の行政
改革推進事務局で行うことにした意図は，必ず
しも明らかではなかった。各省に文句を言わせ
ないためにも，内閣官房の名前でやった方がい
いという判断もあったと推測された。元総理の
威光もあり，各省庁の不満が表面化することは
なく，予定どおり国所管の公益法人約 6,800法
人の総点検が行われた。この橋本の国所管公益
法人の点検指示を契機に，公益法人制度改革は
動き始めることになったのである。
3）政策形成の場
前史には，公益法人制度改革に関する政策形
成の場は特に存在しなかった。
4）問題の流れ
前史において，問題の窓①（KSD事件の発
生）が開くことを契機に，問題①（公益法人ガ
バナンスの透明化）の認識・定義がなされ，問
題①が問題の流れの中に投げ込まれた。この問
題①（公益法人ガバナンスの透明化）は，開い
た問題の窓①を通って，政策の流れの中に入り
浮遊した。以下問題①について説明する。
問題①（公益法人ガバナンスの透明化）は，

1898（明治 28）年に公益法人制度が発足して
以来，約 100年にわたり間断なく認識・定義さ
れてきた問題である。その具体的内容は，上記
の 1996年 7月の自社さ与党行政改革 PTによ
る「公益法人の運営等に関する提言」において
詳細に指摘されている。KSD事件では，多く
の元官僚が KSDに天下りしていたことが明ら
かになるとともに，行政と公益法人の不透明な
関係が注目された。その結果，公益法人のガバ
ナンスに対する国民の疑念・不信感は頂点に達
したのである。この問題①（公益法人ガバナン
スの透明化）は，3つの状況把握手段のうちの
衝撃的出来事，すなわち KSD事件によって認
識・定義された。
さらに前史において，問題の窓②（行政改革
大綱の閣議決定）が開くことを契機に，問題②
（行政改革のための公益法人制度改革）の認識・
定義がなされ，問題②が問題の流れの中に投げ
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込まれた。この問題②（行政改革のための公益
法人制度改革）は，開いた問題の窓②を通っ
て，政策の流れの中に入り浮遊した。以下問題
②について説明する。
公益法人制度改革は，政府の行政改革を発端
としている。政府が公共サービスの全てを提供
することは財源的に不可能であると当時から考
えられていた。そこで，民間の活力をどんどん
取り入れていこうとする路線が採用された。公
益法人は，政府からみれば自らの補完物であ
り，政府の補助金を無駄使いする存在であり，
その多くの活動は非課税であった。そこで政府
は，（1）公益法人に対する規制を強め，公共
サービスをしっかり担わせるか，あるいは，
（2）業務内容が営利企業と競合する公益法人を
営利企業に転換させるか，のいずれかを目指し
た。
この行政改革の動きが特に顕著になったの
は，1996年 1月，橋本内閣が成立して以降で
ある。この行政改革の流れは，小渕内閣と森内
閣にも引き継がれた。森内閣は，辞任する前年
の 2000年 12月に「行政改革大綱」を閣議決定
し，行政改革を省庁再編に続く次の政府のテー
マとして設定した。ただし，この「行政改革大
綱」では，公益法人制度改革については一切言
及されていなかった。この問題②（行政改革の
ための公益法人制度改革）は，3つの状況把握
手段のうちのフィードバック，すなわち（官僚
や政治家による）「日常的なコストの監視やプ
ログラムの評価」によって認識・定義された。
前史において，上述の問題①（公益法人ガバ
ナンスの透明化）と問題②（行政改革のための
公益法人制度改革）の 2つが新たに認識・定義
され，最終的に前史末のアジェンダは，アジェ
ンダ（問題①～②）となった。
5）政策の流れ
前史においては，政策の流れの岸にいるさま
ざまな参加者は，政策案①～政策案⑧の生成・
特定化を行い，これら 8つの政策案を，政策の
流れの中に投げ込み浮遊させた。8つ政策案は，

①行政監察／指導監督の実施報告，②与党行政
改革 PT「公益法人の運営等に関する提言」，③
閣議決定「公益法人の設立許及び指導監督基
準」，④NPO法の立法，⑤行政改革推進事務局
の設置，⑥橋本大臣による国所管法人の点検指
示，⑦中間法人法の立法，⑧閣議決定「公益法
人制度の抜本的改革に向けた取組みについて」
である。以下 8つの政策案を説明する。
政策案①（行政監察／指導監督の実施報告）

は次のように行われた。明治以来，国・都道府
県は，自らが管轄する公益法人の設立許可と指
導監督を独自に行ってきた。しかし佐藤内閣の
もとの 1971年 12月以降，各所轄官庁は，公益
法人に関する設立許可および指導監督の基準に
もとづいて，統一的に取り組むようになった。
こうした中，総務庁は，1973 年，1985 年，
1992年の 3度にわたり「公益法人等の指導監
督に関する行政監察」を実施し，その都度，結
果と勧告を発表した。しかし勧告により，公益
法人行政が変わることはなかった。
政策案②（与党行政改革 PT「公益法人の運

営等に関する提言」）は，次のように生成・特
定化された。自社さ政権のもとの与党行政改革
PTは，1996年 7月，公務員改革と特殊法人改
革の先にあるものとして公益法人問題を取りあ
げ，政府に対して「公益法人の運営等に関する
提言」を提出した。「提言」は，2008年 4月に
実現した公益法人制度改革のほぼ全ての内容を
含んでおり，極めて画期的な内容の政策案で
あった。
政策案③（閣議決定「公益法人の設立許可及
び指導監督基準」）は，1996年 9月に公表され
た。この基準は，従来の公益法人監督事務連絡
協議会による「公益法人の運営に関する指導監
督基準について」等とは異なり，閣議決定とい
う形式をとった最初であり，重みのあるもので
あった。
政策案④（NPO法の立法）は，1998年 3月，
国会で行われた。その際，NPO法案（正式に
は「特定非営利活動法人法案」）に関して 4項
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目にわたる付帯決議が行われた。このうちの第
3項目は「民法第 34条の公益法人制度を含め，
営利を目的としない法人の制度については，今
後，総合的に検討を加えるものとすること」で
あった。
政策案⑤（行政改革推進事務局の設置）と政
策案⑥（橋本大臣による国所管法人の点検指
示）については，2）の政策アクティビストの
項で述べた通りである。
政策案⑦（中間法人法の立法）は，上述の与
党行政改革 PT「公益法人の運営等に関する提
言」を受けて，法務省は，2001年 6月，行政
改革の一環として中間法人法を立法化した。
政策案⑧（閣議決定「公益法人制度の抜本的
改革に向けた取組みについて」は，2002年 3

月に行われた。この閣議決定は，1898年の民
法施行から 104年振りに，政府が初めて公益法
人制度の改革を宣言したものであった。その第
1項では「公益法人制度について，関連制度
（NPO，中間法人，公益信託，税制等）を含め
抜本的かつ体系的な見直しを行う」とされた。
しかし，公益法人制度改革をいかなる方向で行
うかについては，一切述べられていない。
最終的に前史末の政策状況は，政策状況（政
策案①～⑧）となった。
6）政治の流れ
前史の終盤に，政治の窓①（小泉内閣の発

足）が開いた。この政治の窓①が開いたことを
契機に，政治①（小泉内閣の存続）の生成・展
開がなされ，政治①が政治の流れの中に投げ込
まれた。この投げ込まれた政治①（小泉内閣の
存続）は，開いた政治の窓①を通って，政策の
流れの中に入り浮遊していた。以下政治①につ
いて説明する。
小泉内閣は，2001年 4月から 2006年 9月ま
での 5年 5ケ月にわたり存続した。公益法人制
度改革が正式に決定・正当化されたのは，2008

年 4月であった。しかし，小泉内閣が幕を閉じ
る 2006年 9月には，実質上決定・正当化され
ていた。したがって，政治①（小泉内閣の存

続）は公益法人制度改革に決定的な影響を及ぼ
したといえる。
わが国では，1980年半ば以降，構造改革が
進められてきた。1985年 4月に日本電信電話
公社が，1987年 4月に日本国有鉄道がそれぞ
れ民営化された。1995年 5月，村山富市内閣
のもとで行政改革委員会・規制緩和小委員会が
設置された。さらに 1996年 11月，橋本首相が
行財政改革を発表した。上述のように，橋本内
閣の行財政改革は構造改革であり，小渕内閣と
森内閣を経て，小泉内閣へ引き継がれた。この
うち小泉内閣の構造改革は「小泉構造改革」と
呼ばれた。その発想は「小さな政府」論にもと
づくものであった。改革の柱は，郵政事業の民
営化，道路関係 4公団等の民営化，政府による
公共サービスの民営化などにより，市場にでき
ることは市場に委ねようとするものであった。
小泉首相は，構造改革に反対する議員や官庁を
まとめて「抵抗勢力」と呼び，自らの政策への
反対を抑え込もうとした。この政治①（小泉内
閣の存続）は，4つの政治のうちの「国民の
ムードの変化」に対応する。
前史においては，政治の窓①の開放を契機と
して生成・展開された政治①が存在したのみで
あった。したがって前史末の政治状況は，政治
状況（政治①）と表記された。
7）3つの結び付き
前史末に政策の流れの中で浮遊していたア
ジェンダ（問題①～②），政策状況（政策案①
～⑧），政治状況（政治①）の 3つは，いずれ
も公益法人制度改革を実現するのには不十分な
内容であり，相互に結び付くことはなく，1つ
のパッケージを構成するには至らなかった。以
下，前史末のアジェンダ，政策状況，政治状況
について説明する。
第 1のアジェンダは，問題①（公益法人ガバ
ナンスの透明化）と問題②（行政改革のための
公益法人制度改革）の 2つのみからなってい
た。公益法人が従来から担い今後も期待された
役割である「民間非営利活動の促進」という問
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題は，このアジェンダには含まれていなかっ
た。したがって，前史末のアジェンダ，すなわ
ち 2つの問題（問題①～②）は，全体として十
分な内容を備えていなかった。
第 2の政策状況は，上述のように，①行政監

察／指導監督の実施報告，②与党行政改革 PT

「公益法人の運営等に関する提言」，③閣議決定
「公益法人の設立許可及び指導監督基準」，④

NPO法の立法，⑤行政改革推進事務局の設置，
⑥橋本大臣による国所管法人の点検指示，⑦中
間法人法の立法，⑧閣議決定「公益法人制度の
抜本的改革に向けた取組みについて」の 8つか
らなっていた。上述のように，このうち，②与
党行政改革 PT「公益法人の運営等に関する提
言」，③閣議決定「公益法人の設立許可及び指
導監督基準」，⑧閣議決定「公益法人制度の抜
本的改革に向けた取組みについて」の 3つは，
政策案の生成・特定化の「アウトプット」であ
る。なお，②与党行政改革 PT「提言」は，こ
の前史において融和された政策案であった。し
たがって，前史末の政策状況，すなわち 8つの
政策案（政策案①～⑧）は，全体として十分な
内容を備えていなかった。

第 3の政治状況は，政治①（小泉内閣の存
続）のみからなっていた。したがって，前史末
の政治状況は十分な内容を備えていなかった。
前史において政府アジェンダを構成した問題
は，表 8の第 6行に示すように，①小選挙区比
例代表並立制選挙，②行政改革（省庁再編），
③沖縄米軍基地問題，④金融危機（山一・拓銀
等），⑤自社さ連立政権から自民党連立政権へ，
⑥公益法人制度改革の 6つであった。

2．�形成期の分析（閣議決定「取組みについて」
から閣議決定「基本方針」まで　2002.4～
2003.6）
形成期の前半における公益法人制度改革は，
政府主導で開始され推進された。しかし，形成
期の中盤になると，この政府主導の公益法人制
度改革に対して，市民団体から反対の声があ
がった。多くの参加者が，公益法人制度改革を
議論するようになったのである。この形成期の
分析結果は表 9に要約される。以下表 9につい
て説明する。
1）参加者
形成期の政府（内閣・省庁）の主要な参加者

表 9　形成期の分析結果
（閣議決定「取組みについて」から閣議決定「基本方針」まで 2002.4～2003.6）

参加者

政府（内閣・省庁） ⑥行政改革推進事務局，⑦小泉内閣，⑧石原伸晃行革担当相，⑫政府税制調査会，⑬内閣府（国民生活局）

議員・国会 ⑩自民党行政改革推進本部，⑭ NPO議員連盟

市民団体 ⑪公益法人協会，⑮連絡会を中心とする NW

政策アクティビスト ②堀田力（さわやか財団）

政策形成の場 ①有識者懇談会，②政府税制調査会・非営利法人課税WG，③太田・松原・堀田 3者会合

政府アジェンダ ⑥公益法人制度改革，⑦拉致被害者帰国問題，⑧不良債権処理問題，⑨道路公団民営化問題

問題の流れ

アジェンダ 公益法人制度改革（問題①～②）

問題

問題の窓

政策の流れ
政策状況 政策状況（政策案①～⑧）

政策案 ⑨有識者ヒアリングにもとづく「論点整理」，⑩有識者懇談会の議事概要，⑪政府税制調査会・非営利法人
WGの議論，⑫閣議決定「公益法人制度の抜本的改革に関する基本方針」

政治の流れ

政治の窓 ②政府税制調査会・非営利法人課税WGでの財務省・堀田力の対立，③政府主導の公益法人制度改革への
NPOセクターの懸念

政治
②NPOセクターによる制度改革反対運動の展開，③NPO議員連盟・シーズによる「公益法人制度改革から
のNPO法人の切り離し」方針の決定，④自民党行革推進本部の政府税制調査会・非営利法人課税WGへの「NPO
法人の制度改革からの切り離し」の申し入れ

政治状況 政治状況（政治①）

問題・政策・政治の結び付き〈政策の決定・正
当化〉

アジェンダ（問題①～②）・政策状況（政策案①～⑫）・政治状況（政治①～④）が，相互に結び付いていな
い
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は，⑥行政改革推進事務局，⑦小泉内閣，⑧石
原伸晃行革担当相，⑫政府税制調査会，⑬内閣
府（国民生活局），であった。
参加者⑥（行政改革推進事務局）は，2002

年 8月，報告書「公益法人制度の抜本的改革に
向けて（論点整理）」を公表し，2002年 11月，
有識者懇談会を発足させた。さらに行政改革事
務局は，有識者懇談会を開催しつつ，2003年 1

月，「抜本的改革に関する基本方向（案）」を取
りまとめた。これを受けて，政府は，2003年 6

月，「公益法人制度の抜本的改革に関する基本
方針」を閣議決定した。
参加者⑦（小泉内閣）は，公益法人制度改革
が始まり政府税制調査会における議論が混乱し
ていた形成期の政権であった。具体的には，第
1次小泉内閣（2001年 9月～2002年 9月）と
第 1次小泉内閣（第 1次改造，2002年 9月～
2003年 9月）であった。しかし，上述のよう
に，小泉首相は，公益法人改革に関して特段の
リーダーシップを発揮することはなかった。
当時，行政改革推進事務局の公益法人室長で
あった小山は次のように述べている。「（この時
期）小泉総理は多くの改革課題を抱え，特に特
殊法人（とりわけ道路公団），郵政改革が一番
の関心の的だったと思います。行政改革推進事
務局の 3テーマのうち，公務員制度改革と公益
法人制度改革は，自民党の行政改革推進本部に
主として委ねるという姿勢が感じられました。
とりわけ公益法人制度改革については，同じ派
閥（森派）の中村正三郎議員が，唯一のという
ぐらい専門家を自認していましたので，ほぼ丸
投げといっていい状態でした。中村議員から小
泉総理と福田康夫官房長官に，色々話は行って
いたと思われます 189）」。
参加者⑧（石原伸晃行革担当相）は，上述の
第 1次小泉内閣と第 1次小泉内閣（第 1次改

造）の閣僚であった。石原行革担当相は，公益
法人制度改革の途中において，強いリーダー
シップを発揮することはなかった。ただ 2003

年 6月の「公益法人制度の抜本的改革に関する
基本方針」の閣議決定の際には，彼は何らかの
片を付けるべきとの強い意向を示した。
参加者⑫（政府税制調査会）は，2002年 11

月，基礎問題小委員会に「非営利法人課税
WG」を発足させた。2003年 2月の第 3回WG

で，財務省の事務局は，いきなり非公式案であ
る「非営利法人課税案の骨子」を提出した。メ
モは，水野忠恒座長と財務省の事務局が事前に
相談しながら，事務局がまとめたものであっ
た。このメモを巡って，堀田力委員は中里実委
員・猪瀬直樹委員等と激しく対立した。
参加者⑬（内閣府（国民生活局））は，2003

年 3月，「公益法人や NPOを非営利法人とし
てひとまとめにして原則課税する行政改革推進
事務局案」に対する反論書を提出した。
形成期の議員・国会の主要な参加者は，⑩自
民党行政改革推進本部と⑭NPO議員連盟で
あった。
参加者⑩（自民党行政改革推進本部）は，

2003年 3月，政府税制調査会に対して「NPO

法人の制度改革からの切り離し」の申し入れを
行った。
参加者⑭（NPO議員連盟）は，2003年 2月，
連絡会を中心とする NW（ネットワーク）の意
向を受けて，NPO法人を公益法人制度改革か
ら切り離す方針を決定した。
形成期の市民団体の主要な参加者は，⑪公益
法人協会と⑮連絡会を中心とする NWであっ
た。
参加者⑪（公益法人協会）の太田達男は，

2002年 12月，松原明シーズ事務局長と堀田力
さわやか福祉財団理事長に，公益法人制度改革
を非営利セクター全体の問題として広く取り上
げるよう依頼した。これ以降，公益法人協会
は，政府主導の制度改革に対する抗議活動にお
いて中心的役割を担った。

189︶ 小山裕（2012）, 「公益法人制度改革の経緯」
（2012 年 3 月 23 日作成のレジュメ），pp.1-6, 
「小山回答書」（2012年 6月 22日）,  p.1。
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参加者⑮（連絡会を中心とする NW）は，
2003年 1月，全国各地の NPOサポート組織に
よる全国会議を東京で開催した。次に連絡会
は，声明文を採択し，2月に石原伸晃行政改革
担当相に対して「申し入れ書」を提出した。こ
の「申し入れ書」の提出は，NPOセクターに
よる政府主導の制度改革に対する抗議活動の始
まりであった。これ以降，連絡会を中心とする
NWは，活発な抗議活動を展開していくこと
になった。
2）政策アクティビスト
形成期の政策アクティビストは，堀田力さわ
やか福祉財団理事長である。堀田は，法務省退
官後「さわやか福祉財団」を開設し，その理事
長としてボランティア団体の育成と NPO法人
制度の新設等，ボランティア・NPOと行政の
新しいあり方を提唱・実行し続けてきた。彼
は，自らが関わった公益法人制度改革に関して
次のように述べている。
「公益法人制度改革は，NPO法人も含めての
改革であった。しかしNPO法人関係者は誰も，
政府税制調査会に入っていませんでした。そこ
で私は，シーズ（Cʼs）の松原明さんや林泰義
さんに「（2003年）2月 7日の（政府税制調査
会・非営利法人課税）ワーキング・グループの
議論で，NPOはこうなっている」と話しまし
た。NPOのリーダー達はびっくりしまして，
「とんでもない。まず NPOを外せ」という，

NPO側からすれば，賢明といえば賢明な判断
をしました（公益法人の立場からすると，一緒
にやれないかという思いはありましたが）。そ
の後，公益法人と NPOは一緒に反対運動を展
開しました。私は，あの時の NPOのリーダー
の方々には，本当に感謝いたしております。全
国的にたちまち，あっという間もなく動きがあ
りました 190）」。

堀田は，形成期の後半において，民間法制・
税制調査会と公益法人制度改革問題連絡会の中
心メンバーとして，行政改革推進事務局，有識
者会議，政府税制調査会，与党（自公保）に対
して，さまざまな提言活動と世論喚起活動を積
極的に展開した。
3）政策形成の場
形成期の主要な政策形成の場は，①有識者懇
談会，②政府税制調査会・非営利法人課税
WG，③太田・松原・堀田 3者会合の 3つで
あった。
政策形成の場①（有識者懇談会）は，「論点

整理」公表後の 2002年 11月，行政改革推進事
務局が行革担当大臣の私的諮問機関として発足
させた場である。委員は 10名であり，計 7回
開催された。有識者懇談会では，与党との関係
や責任の明確化の観点から，審議会方式ではな
く，行政改革推進事務局が作成した案に対する
委員の意見を聴取する方式が採用された。この
ため，有識者懇談会では，すべての項目に関し
て結論を出すことは想定されていなかった。
政策形成の場②（政府税制調査会・非営利法
人課税WG）は，2002年 11月，公益法人の税
制面を審議する政府税制調査会が，基礎問題小
委員会に設けた場であった。委員は水野忠恒
（座長），猪瀬直樹，堀田力を含む 10名であっ
た。WGの会合は計 6回開催され，課税強化を
主張する中里実委員や公益法人を敵視する猪瀬
直樹委員と堀田委員が，激しく意見を戦わせ
た。
政策形成の場③（太田・松原・堀田 3者会

合）は，上述のように，2002年 12月，太田達
男公法協理事長が，松原シーズ事務局長と堀田
さわやか福祉財団理事長に対して，公益法人制
度改革を広く非営利セクター全体の問題として
取り上げるよう依頼した場であった。
4）問題の流れ
形成期の初めのアジェンダは，アジェンダ

（問題①～②）と表記された。括弧の中の問題
①と問題②は，前史に認識・定義され形成期の

190︶ 堀田力「公益法人協会シンポジウム 2013」の
基調講演①『公益法人制度改革の意義と課題』
（2013年 12月 5日）。
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初めにも未だ解決されていない問題，すなわ
ち，問題①（公益法人ガバナンスの透明化）と
問題②（行政改革のための公益法人制度改革）
であった。この形成期においては，公益法人制
度改革に関して，新たな問題が認識・定義され
ることはなかった。したがって，形成期末のア
ジェンダは，アジェンダ（問題①～②）のまま
であった。
5）政策の流れ
形成期においては，政策の流れの岸にいるさ
まざまな参加者は，政策案⑨～政策案⑫の生
成・特定化を行い，これら全部で 4つの政策案
を政策の流れの中に投げ込み浮遊させた。
生成・特定化された政策案は，⑨有識者ヒア
リングにもとづく「論点整理」，⑩有識者懇談
会の議事概要，⑪政府税制調査会・非営利法人
WGの議論，⑫閣議決定「基本方針」の 4つで
ある。以下 4つの政策案を説明する。
政策案⑨（有識者ヒアリングにもとづく「論
点整理」）は，閣議決定「取組みについて」を
受けて行政改革推進事務局によって行われた有
識者ヒアリングの報告書であり，2002年 8月
に公表された。「論点整理」では，公益法人制
度の抜本的改革に際して「現行の NPO法は，
民法の特別法としても独特の存在であるので，
新たな基本的制度の中に，発展的に解消される
可能性が高いと考えられる」とされた。
政策案⑩（有識者懇談会の議事概要）は，

2002年 11月から 2003年 1月にかけて 7回に
わたり行政改革推進事務局によって行われた有
識者懇談会の成果であり，ホームページで公表
された。有識者懇談会では，委員の間で意見の
対立があった。しかし，官の規制の排除と法人
の自由な設立を目指す法人制度改革の必要性に
関しては，意見は一致しており，真摯で熱心な
議論が行われた。なお税制に関する正面からの
議論は封印されていた。
政策案⑪（政府税制調査会・非営利法人WG

の議論）は大混乱に陥った。2003年 2月の
WGにおいて，財務省の事務局は「非営利法人

に対する課税の取扱い」（メモ）を提出した。
メモの内容は，（1）公益法人，NPO法人，中
間法人をとりまとめて「非営利法人」とし，準
則主義による届け出で設立を認める，（2）非営
利法人は原則課税とするというものであった。
議論はこのメモをめぐって大混乱に陥ったので
ある。
政策案⑫（閣議決定「公益法人制度の抜本的
改革に関する基本方針」）は，2003年 6月に公
表された。政府税制調査会・非営利法人WG

の議論の大混乱の結果，公表された閣議決定
「基本方針」で決定されたことは，「準則主義
（登記）により一般的な非営利法人制度を創設
する」の 1点のみであった。①NPO法人や中
間法人の取扱い，②公益性判断の問題，③優遇
税制の内容などは，すべて今後の検討課題とし
て先送りされた。
形成期の初めの政策状況は，政策状況（政策
案①～⑧）と表記された。上述のように，形成
期には政策案⑨～政策案⑫が追加された。した
がって，形成期末の政策状況は，政策状況（政
策案①～⑫）となった。
6）政治の流れ
形成期において，政治の窓②（政府税制調査
会・非営利法人課税WGでの財務省・堀田力
の対立）が開いた。この政治の窓②が開いたこ
とを契機に，政治②（NPOセクターによる制
度改革反対運動の展開）の生成・展開がなさ
れ，政治②が政治の流れの中に投げ込まれた。
この投げ込まれた政治②は，開いている政治の
窓②（政府税制調査会・非営利法人課税WG

での財務省・堀田力の対立）を通って，政策の
流れの中に入り浮遊していた。以下政治②につ
いて説明する。

NPO／NGOに関する税・法人制度改革連絡
会（以下「連絡会」と略記される）191）は，上述

191︶ NPO ／ NGO に関する税・法人制度改革連絡
会とは，1999 年 6 月 8 日に設立された全国 36
の NPO 支援センターの全国ネットワークであ

経　済　学　研　究 70－1（60 ）60

70_1_03_小島・平本.indd   60 2020/06/18   17:05:29



のように，2003年 1月，全国会議を開催し声
明文を採択し，翌 2月，石原行革担当大臣に
「申し入れ書」を提出した。
「申し入れ書」の内容は次の 3点であった。
（1）大綱策定を急がず，結論にむけて議論する
時間を十分に確保する。（2）NPOに携わる市民
が広く参加できる体制をつくる。（3）課税原則
を変更する場合には，実態にもとづき広く意見
を検討する。2月下旬から 4月の中旬にかけて，
NPOセクターによるさまざまな反対・抗議集
会が持たれるようになり，NPOセクターの足
並みは揃っていった。この政治②（NPOセク
ターによる制度改革反対運動の展開）は，4つ
の政治のうちの「利益集団の活動」に対応す
る。
また形成期において，政治の窓③（政府主導
の公益法人制度改革へのNPOセクターの懸念）
が開いた。この政治の窓③が開いたことを契機
に，政治③（NPO議員連盟・シーズによる
「公益法人制度改革からの NPO法人の切り離
し」方針の決定）の生成・展開がなされ，政治
③が政治の流れの中に投げ込まれた。この投げ
込まれた政治③は，開いている政治の窓③（政
府主導の公益法人制度改革への NPOセクター
の懸念）を通って，政策の流れの中に入り浮遊
していた。以下政治③について説明する。
シーズの松原明は，この時期の NPOセク

ターの立場に関して次のように述べている。
「NPO側は，なんといっても税制がどうなる
かわからないものに乗っかることはできないこ
と，そして特活（特定非営利活動法人）は議員
立法の法律であり，そもそも出自が違うものを
合体するのは反対というスタンスだった 192）」。

この政治③（NPO議員連盟・シーズによる
「公益法人制度改革からの NPO法人の切り離
し」方針の決定）は，4つの政治のうちの「政
府内部の管轄争い」に対応する。
加えて，形成期において決定的に重要であっ
たのは，政治④（自民党行革推進本部による政
府税制調査会・非営利法人課税WGへの「NPO

法人の制度改革からの切り離し」の申し入れ）
の生成・展開がなされ，政治の流れの中に投げ
込まれたことである。この投げ込まれた政治④
は，開いている政治の窓③（政府主導の公益法
人制度改革への NPOセクターの懸念）を通っ
て，政策の流れの中に入り浮遊していた。以下
政治④について説明する。
行政改革推進事務局は，2002年 11月以降，
有識者懇談会での議論と並行して，与党 3党
（自民党・公明党・保守新党）との調整を行っ
た。しかし調整は円滑に進まなかった。政府税
制調査会・非営利法人課税WGの議論も混乱
していた。こうした中，自民党行政改革推進本
部公益法人委員会は，2003年 3月，政府税制
調査会・非営利法人課税WGに対して「NPO

法人を制度改革から切り離す」よう申し入れを
行った。なお，この申し入れに関しては，シー
ズによる自民党行政改革推進本部への働きかけ
があったとされる。
この結果，政府税制調査会は，2002年 3月

の閣議決定「公益法人制度の抜本的改革に向け
た取組みについて」において示された事項，す
なわち，「公益法人制度について，関連制度
（NPO，中間法人，公益信託，税制等）を含め
抜本的かつ体系的な見直しを行う」ことができ
なかったことになる。こうした失態は，政府税
制調査会の歴史において初めてのことであり，
財務省は大きな汚点として認識した。
この政治④（自民党行革推進本部による政府
税制調査会・非営利法人課税WGへの「NPO

法人の制度改革からの切り離し」の申し入れ）

る。NPO 法改正や認定 NPO 法人制度の改正
について，NPO 側の意見をまとめ，各地での
制度改正の運動を展開してきた。シーズは一貫
して，連絡会の世話団体の 1 つを務めてきた。
NPOWEB（2011/6/16）。

192︶ 「第 3 回座談会」『日本 NPO 学会ニューズレ
ター』20 巻 1 号（通巻 70 号）（2018 年 9 月）， p.9。
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は，政治③（NPO議員連盟・シーズによる
「公益法人制度改革からの NPO法人の切り離
し」方針の決定）と同様に，4つの政治のうち
の「政府内部の管轄争い」に対応する。
形成期の初めの政治状況は，政治状況（政治
①）と表記された。上述のように，形成期には
2つの政治の窓の開放を契機として生成・展開
された政治②と政治③，および，これらとは独
立に生成・展開された政治④の計 3つの政治が
追加された。したがって，形成期末の政治状況
は，政治状況（政治①～④）となった。
7）3つの結び付き
形成期末に政策の流れの中で浮遊していたア
ジェンダ（問題①～②），政策状況（政策案①
～⑫），政治状況（政治①～④）の 3つは，い
ずれも「公益法人制度改革」を実現するのには
不十分な内容であり，相互に結び付くことはな
く，1つのパッケージを構成するには至らな
かった。以下，形成期末のアジェンダ，政策状
況，政治状況について説明する。
第 1のアジェンダは，問題①（公益法人ガバ
ナンスの透明化）と問題②（行政改革のための
公益法人制度改革）の 2つからなっていた。し
かし，前史末のアジェンダに関して述べたよう
に，このアジェンダは，「民間非営利活動の促
進」という公益法人において不可欠な問題を含
んでいなかった。したがって，形成期末のア
ジェンダ，すなわち 2つの問題（問題①～②）
は，全体として十分な内容を備えず，相互に関
連せず統合されていなかった。
第 2の政策状況は，前史に生成・特定化され
た政策案①～政策案⑧，および，上述の形成期
に生成・特定化された政策案⑨～政策案⑫から
なっていた。このうち政策案⑨（有識者ヒアリ
ングにもとづく「論点整理」」，政策案⑩（有識
者懇談会の議事概要），政策案⑪（政府税制調
査会・非営利法人WGの議論），政策案⑫（閣
議決定「基本方針」）の 4つは，いずれも政府
主導で生成・特定化されたものであり，基本的
に一続きのものであった。このうち 1番最後の

政策案⑪（閣議決定「基本方針」）の内容は，
上述のように，「準則主義（登記）により一般
的な非営利法人制度を創設する」の 1点のみで
あった。もちろん，政策案⑪は，法律案骨子で
も法律案でもなかった。したがって，形成期末
の政策状況，すなわち 12の政策案（政策案①
～⑫）は，全体として十分な内容を備えず，相
互に関連せず統合されていなかった。
第 3の政治状況は，政治①（自民党内閣の存
続），政治②（NPOセクターによる制度改革反
対運動の展開），政治③（NPO議員連盟・シー
ズによる「公益法人制度改革からの NPO法人
の切り離し」方針の決定），政治④（自民党行
革推進本部の政府税制調査会・非営利法人WG

への「NPO法人の制度改革からの切り離し」
の申し入れ）の 4つからなっていた。このう
ち，政治④は，政治③に影響されて生成・展開
されたものである。なお，この政治④の影響力
は，政治③に比べて，決定的に大きかった。こ
れら 4つの政治からも明らかなように，形成期
末の政治状況，すなわち 4つの政治（政治①～
④）は，全体として十分な内容を備えず，相互
に関連せず統合されていなかった。
形成期において政府アジェンダを構成した問
題は，表 9の第 6行に示すように，⑥公益法人
制度改革，⑦拉致被害者帰国問題，⑧不良債権
処理問題，⑨道路公団民営化問題の 4つであっ
た。

3．�実現期の分析（閣議決定「基本方針」から
公益法人制度改革関連 3法案と新公益法人
税制法案の成立まで　2003.7～2008.4）
実現期は，2003年 6月の閣議決定「公益法
人制度の抜本的改革に関する基本方針」の公表
から 2008年 4月の新公益法人税制成立までの
4年 10ケ月の期間である。前史の長期にわた
る準備期間と，形成期の行政改革推進事務局・
財務省と市民セクターの激しい対立を経て，実
現期においては，政府主導による公益法人制度
改革が粛々と進展した。実現期の分析結果は表
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10に要約される。以下表 10について説明する。
1）参加者
実現期の政府（内閣・省庁）の主要な参加者
は，①財務省，⑥行政改革推進事務局，⑦小泉
内閣，⑫政府税制調査会，⑯金子義一行革担当
相，⑰村上誠一郎行革担当相，⑱福原義春有識
者会議座長，⑲福田内閣，⑳石弘光政府税制調
査会会長，㉑出口正之政府税制調査会委員，㉒
原山保人内閣府審議官であった。
参加者①（財務省）は，2008年 1月，新公
益法人税制のための「2008年度税制改正の要
綱」の閣議決定を進めた。
参加者⑥（行政改革推進事務局）の小山裕公
益法人室長は，2003年 8月，退官し，後任に
西達男が就任した。同日開催された「関係府省
連絡協議会」の会合で，次の趣旨の発言が行わ
れた。「直前の『公益法人制度の抜本的改革に
関する基本方針』の閣議決定に至るまでのプロ
セスは，混乱を極めた。次回は絶対纏めないと
いけない。その時に各省庁が足を引っ張り合っ
ていたら駄目である。コアとなる各省庁は，新
任の西達男公益法人室長をしっかりサポートし

てほしい」。
参加者⑦（小泉内閣）は，公益法人制度改革
にとって重要な時期である実現期前半の政権で
あった。具体的には，第 1次小泉内閣（第 2次
改造，自公保）（2003年 9月～2003年 11月），
第 2次小泉内閣（自公）（2003年 11月～2004

年 9月），第 2次小泉内閣（改造，自公）（2004

年 9月～2005年 9月），第 3次小泉内閣（自公）
（2005年 9月～2006年 9月）であった。
参加者⑫（政府税制調査会）は，2004年末
の（公益法人制度改革を含む）『今後の行政改
革の方針』（新行革大綱）の閣議決定を受けて，
2005年 4月，基礎問題小委員会および非営利
法人課税WGの合同会議（共同座長は石弘光
と水野忠恒）を設置した。合同会議の議論の結
果にもとづいて，同年 6月，報告書「新たな非
営利法人に関する課税及び寄付金税制について
の基本的考え方」を公表した。
参加者⑯（金子義一行革担当相）は，第 1次

小泉内閣（第 2次改造，自公保）（2003年 9月
～2003年 11月）と第 2次小泉内閣（自公）
（2003年 11月～2004年 9月）の閣僚であった。

表 10　実現期の分析結果
（閣議決定「基本方針」から公益法人制度改革関連 3法案と新公益法人税制法案の成立まで　2003.7～2008.4）

参加者

政府（内閣・省庁）
①財務省，⑥行政改革推進事務局，⑦小泉内閣，⑫政府税制調査会，⑯金子義一行革担当相，⑰村上誠一郎
行革担当相，⑱福原義春有識者会議座長，⑲福田内閣，⑳石弘光政府税制調査会会長，㉑出口正之政府税制
調査会委員，㉒原山保人内閣府審議官

議員・国会 ⑩自民党行政改革推進本部

市民団体 ⑪公益法人協会，⑮連絡会を中心とする NW，㉓民間法制・税制調査会，㉔公益法人制度改革問題連絡会

政策アクティビスト ③佐藤慎一（財務省主税局）

政策形成の場 ④関係府省連絡協議会，⑤政府税制調査会・基礎問題小委員会，⑥有識者会議（非営利法人WG），⑦政府税
制調査会・基礎問題小委員会・非営利法人課税WG合同会議，⑧国会（衆議院・参議院）

政府アジェンダ ⑥公益法人制度改革，⑩自衛隊イラク派遣問題，⑪郵政民営化問題，⑫自民・民主大連立問題，⑬規制緩和
問題

問題の流れ

アジェンダ 公益法人制度改革（問題①～②）

問題 ③民間非営利活動の促進

問題の窓 ③政府税制調査会「わが国経済社会の構造変化の『実像』について」の公表

政策の流れ

政策状況 政策状況（政策案①～⑫）

政策案

⑬民間法制・税制調査会の最終報告書，⑭有識者会議の最終報告書，⑮閣議決定「新行革大綱（公益法人制
度改革の基本的枠組み）」，⑯政府税制調査会・基礎問題小委員会・非営利法人課税WG合同会議の報告書「新
たな非営利法人に関する課税及び寄付金税制の基本的考え方」，⑰公益法人制度改革関連 3法案，⑱閣議決定
「2008年度税制改正の要綱」，⑲新公益法人税制法案

政治の流れ

政治の窓 ④民間法制・税制調査会の発足

政治 ⑤民間法制・税制調査会の提言活動，⑥公益法人制度改革問題連絡会による世論喚起

政治状況 政治状況（政治①～④）

問題・政策・政治の結び付き〈政策の決定・正
当化〉

アジェンダ（問題①～③）・政策状況（政策案①～⑲）・政治状況（政治①～⑥）が，相互に結び付いて 1つ
のパッケージを構成している
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参加者⑰（村上誠一郎行革担当相）は，第 2

次小泉内閣（改造，自公）（2004年 9月～2005

年 9月）と第 3次小泉内閣（自公）（2005年 9

月～2006年 9月）の閣僚であった。西達男・
公益法人室長は，金子・村上両行革担当相につ
いて次のように述べている。「この時期，有識
者会議や公益法人制度改革について，行革担当
大臣から個別・具体的に『こうしろ，ああし
ろ』とか，そういう指示はなかった。両大臣の
政治的な関心は，公益法人制度改革よりは，特
殊法人改革と公務員制度改革の方にあった」。
参加者⑱（福原義春有識者会議座長）は，

2003年 11月，金子行革担当相の私的な諮問機
関である「公益法人制度改革に関する有識者会
議」の座長に就任した。彼は，ほぼ 1年間に有
識者会議を 27回開催し，2004年 11月に最終
報告書を取りまとめ，村上行革担当相に提出し
た。
参加者⑲（福田内閣）は，小泉内閣および安
倍内閣を継承した内閣であり，2008年 4月，
新公益法人税法を国会で成立させた。
参加者⑳（石弘光政府税制調査会会長）は，

2000年 9月から 2006年 9月までの丸 6年間，
政府税制調査会会長をつとめた。
参加者㉑（出口正之政府税制調査会委員）

は，2003年 10月に政府税制調査会特別委員と
なり 2009年までつとめた。
参加者㉒（原山保人内閣府審議官）は，2007

年 4月，内閣府公益認定等委員会が発足した際
の内閣府審議官であり，2008年度税制改正答
申のうちの新公益法人税制に関与した。
実現期の議員・国会の主要な参加者は⑩自民
党行政改革推進本部であった。
参加者⑩（自民党行政改革推進本部）は，

2005年 5月，政府主導の公益法人制度改革に
反対する公益法人制度改革問題連絡会と懇談会
を持った。
実現期の市民団体の主要な参加者は，⑪公益
法人協会，⑮連絡会を中心とする NW，㉓民
間法制・税制調査会，㉔公益法人制度改革問題

連絡会の 4つであった。
参加者⑪（公益法人協会）は，2004年 3月，
公益法人制度改革問題連絡会を発足させるとと
もに，積極的なロビー活動を展開した。
参加者⑮（連絡会を中心とする NW）は，

2004年 5月に公益法人制度改革に関する『議
論の中間整理』に関する意見を，2004年 9月
に「公益法人制度改革の具体化に関する意見」
をそれぞれ行政改革推進事務局に提出した。
参加者㉓（民間法制・税制調査会）は，2004

年 1月に参入した参加者である。民間法制・税
制調査会は，政府主導の諮問機関である政府税
制調査会と一線を画し，民間活力をより引き出
す改革を目指し，法人制度と税制の両面を検討
した。
参加者㉔（公益法人制度改革問題連絡会）

は，2004年 3月，政府主導の公益法人制度改
革に反対して，公益法人協会，さわやか福祉財
団，シーズ（Cʼs）等によって立ち上げられた。
公益法人制度改革問題連絡会は，全国対話集会
の開催や提言を行った。
2）政策アクティビスト
この実現期の政策アクティビストは，財務省
主税局で調査課長と税制二課長を務めた佐藤慎
一である。彼は，石弘光政府税制調査会会長を
調査課長と税制二課長として補佐し，2008年 4

月に国会で成立した新公益法人税制に向け地な
らしを行った。
佐藤慎一調査課長は，2002年 11月～2003年

6月の政府税制調査会での混乱の再発を回避す
るために，2004年 2月から，政府税制調査会
の基礎問題小委員会において，「あるべき税制」
の具体化に向けて，わが国経済社会の構造変化
の「実像」を的確に把握するための取り組みを
行った。2004年 6月に公表された報告書「わ
が国経済社会の『実像』について」は，民間非
営利部門をわが国の経済社会システムの中に積
極的に位置づけ，『民間が担う公共』の役割を
推進しようとするものであった。
この報告書の公表は，その後の 2008年 4月
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に実現した公益法人税制法案，さらには 2011

年 6月に実現した新寄付税制法案に関する議論
において，非常に重要なターニング・ポイント
になったといわれる。なお，佐藤慎一調査課長
は，前任者とは異なり，非営利法人制度に関し
て十分な認識を持っていた。翌 2005年 6月に
政府税制調査会が「新たな非営利法人に関する
課税及び寄附金税制についての基本的考え方」
を公表する際には，彼は税制二課長として尽力
した。
3）政策形成の場
実現期の主要な政策形成の場は，④関係府省
連絡協議会，⑤政府税制調査会・基礎問題小委
員会，⑥有識者会議（非営利法人WG），⑦政
府税制調査会・基礎問題小委員会・非営利法人
課税WG合同会議，⑧国会（衆議院・参議院），
の 5つであった
政策形成の場④（関係府省連絡協議会）は，

内閣官房，総務省，法務省，財務省の 4府省庁
の 7名の審議官・局長からなり，2003年 8月，
新任の西達男・行政改革推進事務局公益法人室
長をサポートするために設定された場であっ
た。
政策形成の場⑤（政府税制調査会・基礎問題
小委員会，石弘光小委員長）は，2003年 10月
に設置された。出口正之は政府税制調査会の特
別委員として，この基礎問題小委員会の議論に
加わった。上述のように，2004年 6月，政府
税制調査会の基礎問題小委員会において，報告
書「わが国経済社会の『実像』について」が作
成された。
政策形成の場⑥（有識者会議（非営利法人

WG））は，上述のように，2003年 11月，金子
行革担当相によって設定された場である。この
有識者会議（福原義春座長）においては，2003

年 6月の閣議決定「公益法人制度の抜本改革に
関する基本方針」において検討課題とされた①
登記だけで設立できる非営利法人制度のあり
方，②非営利法人の公益性の判断基準と判断主
体などについて議論された。

政策形成の場⑦（政府税制調査会・基礎問題
小委員会・非営利法人課税WG合同会議，共
同座長は石弘光と水野忠恒）は，2004年末の
（公益法人制度改革を含む）『今後の行政改革の
方針』（新行革大綱）の閣議決定を受けて，
2005年 4月，設定された場である。政策アク
ティビストの佐藤慎一は，上述の 2002年 11月
～2003年 6月の混乱した政府税制調査会・非
営利法人課税WGの議論の反省に立って，こ
の合同会議を設置した。2005年 6月，この場
において「新たな非営利法人に関する課税及び
寄付金税制についての基本的考え方」が取りま
とめられ発表された。
政策形成の場⑧（国会（衆議院・参議院））
は，2006年 5月に公益法人制度改革関連 3法
案が，2008年 4月に新公益法人税制法案が，
それぞれ成立した場である。
4）問題の流れ
実現期に問題の窓③（政府税制調査会「わが
国経済社会の構造変化の『実像』について」の
公表）が開くことを契機に，問題③（民間非営
利活動の促進）が認識・定義され，問題③が問
題の流れの中に投げ込まれた。この問題③（民
間非営利活動の促進）は，開いた問題の窓③を
通って，政策の流れの中に入り浮遊した。以下
問題③について説明する。
政策アクティビストの項で述べたように，政
府税制調査会による報告書「わが国経済社会の
『実像』について」の公表は，わが国の経済社
会システムの中に民間非営利部門を積極的に位
置づけ，「民間が担う公共」の役割を推進しよ
うとするものであった。報告書は，2005年 6

月に公表された「新たな非営利法人に関する課
税及び寄附金税制についての基本的考え方」，
さらには 2008年 4月に国会で成立した新公益
法人税制に決定的な影響を及ぼした。この問題
③（民間非営利活動の促進）は，3つの状況把
握手段のうちのフィードバック，すなわち官僚
（佐藤慎一）による「日常的なコストの監視や
プログラムの評価」によって把握された。財務
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省主税局の佐藤慎一は，以前，特定公益増進法
人の認定業務を担当し，疲弊した経験を有して
いた。
実現期の初めのアジェンダは，アジェンダ

（問題①～②）と表記された。実現期に上述の
問題③（民間非営利活動の促進）が新たに認
識・定義され，最終的に実現期末のアジェンダ
は，アジェンダ（問題①～③）となった。
5）政策の流れ
実現期においては，政策の流れの岸にいるさ
まざまな参加者は，政策案⑬～政策案⑲の生
成・特定化を行い，これら全部で 7つの政策案
を政策の流れの中に投げ込み浮遊させた。生
成・特定化された政策案は次の通りである。す
なわち，政策案⑬（民間法制・税制調査会の最
終報告書），⑭有識者会議の最終報告書，⑮閣
議決定「新行革大綱（公益法人制度改革の基本
的枠組み）」，⑯政府税制調査会・基礎問題小委
員会・非営利法人課税WG合同会議の報告書
「新たな非営利法人に関する課税及び基本税制
の基本的考え方」，⑰公益法人制度改革関連 3

法案，⑱閣議決定「2008年度税制改正の要綱」，
⑲新公益法人税制法案である。以下 7つの政策
案を説明する。
政策案⑬（民間法制・税制調査会の最終報告
書）は，2004年 10月に『公益法人制度改革・
これでよいのか政府の構想－民間法制・税制調
査会の議論から／民間の活力を活かす 22の対
案－』として公刊された。
政策案⑭（有識者会議の最終報告書）は，

2004年 11月に公表された。有識者会議は，
2006年 6月の閣議決定「公益法人制度の抜本
改革に関する基本方針」において検討課題とさ
れた（1）登記だけで設立できる非営利法人制
度のあり方，（2）非営利法人の公益性の判断基
準と判断主体などについて議論した。最終報告
書はその議論の結論であった。
政策案⑮（閣議決定「新行革大綱（公益法人
制度改革の基本的枠組み）」）は，2004年 12月
に公表された。「公益法人制度の抜本的改革」

については，「今後の行政改革の方針」の 1項
目として閣議決定された。閣議決定の内容は，
2004年 11月に有識者会議より提出された報告
書の内容を要約したものである。ただし，公益
性の判断主体については，「内閣に民間有識者
からなる委員会を設置～～」という一歩具体的
に踏み込んだ表現に改められた。地方について
も，「都道府県知事が国に準じた機能を有する
体制を整備し，国との間で公益性の判断等」を
行うことが明記された。
政策案⑯（政府税制調査会・基礎問題小委員
会・非営利法人課税WG合同会議の報告書「新
たな非営利法人に関する課税及び基本税制の基
本的考え方 193）」）は，2005年 6月に公表され
た。報告書は，上述の 2004年 6月の政府税制
調査会・合同会議の報告書「わが国経済社会の
『実像』について」の内容を具体化したもので
ある。
政策案⑰（公益法人制度改革関連 3法案）
は，2006年 5月の第 164回通常国会で成立し
た。
政策案⑱（閣議決定「2008年度税制改正の
要綱」）は，2008年 1月に公表された。上述の
「新たな非営利法人に関する課税及び寄付金税
制の基本的考え方」は，この閣議決定「2008

年度税制改正の要綱」の中でほぼ実現されるこ
とになった。
政策案⑲（新公益法人税制法案）は，2008

年 4月の第 169回通常国会で成立した。
最終的に，実現期末の政策状況は，前史に生
成・特定化された政策案①～政策案⑧，形成期
に生成・特定化された政策案⑨～政策案⑫，お
よび上述の実現期に生成・特定化された政策案
⑬～政策案⑲からなり，政策状況（政策案①～
⑲）となった。

193︶ 2000 年から 2006 年まで政府税制調査会長を務
めた石弘光は，この「新たな非営利法人に関す
る課税及び寄付金税制の基本的考え方」を税制
改革の 1 つの成果として評価している。石
（2008）, pp.202-206。
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6）政治の流れ
実現期において，政治の窓④（民間法制・税
制調査会の発足）が開いた。この政治の窓④が
開いたことを契機に，政治⑤（民間法制・税制
調査会の提言活動）が生成・展開され，政治⑤
が政治の流れの中に投げ込まれた。この投げ込
まれた政治⑤は，開いている政治の窓④（民間
法制・税制調査会の発足）を通って，政策の流
れの中に入り浮遊していた。以下政治⑤につい
て説明する。

2004年 1月，民間法制・税制調査会が発足
した。メンバーは，政府税制調査会特別委員を
外された堀田力を含む 11名であった。上述の
ように，民間法制・税制調査会は，政府主導の
諮問機関である政府税制調査会と一線を画し，
民間活力をより引き出す改革を目指し，法人制
度と税制の両面を検討した。全部で 13回の会
合は公開で行われ，毎回多数のオブザーバーが
参加した。議事録はホームページで公開され
た。この政治⑤（民間法制・税制調査会の提言
活動）は，4つの政治のうちの「利益集団の活
動」に対応する。
さらに実現期においては，新たに，政治⑥

（公益法人制度改革問題連絡会による世論喚起）
が生成・展開され，政治の流れの中に投げ込ま
れ，開いている政治の窓④（民間法制・税制調
査会の発足）を通って，政策の流れの中に入り
浮遊した。以下政治⑥について説明する。
公益法人制度改革問題連絡会は，2004年 4

月から同年 10月までに，東京や京都を含む全
国 28都市で対話集会を開催した。参加者は
1016人に上った。連絡会は，2004年 12月まで
に 4回の会合を持った。4月と 8月には，公益
性の判断機関や判断基準について，行政改革推
進事務局に意見書を提出した。さらに 2005年
5月には「公益法人制度改革に関する新たな税
制に向けた要望」を取りまとめた。この政治⑥
（公益法人制度改革問題連絡会による世論喚起）
も政治⑤と同様に，4つの政治のうちの「利益
集団の活動」に対応する。

実現期の初めの政治状況は，政治状況（政治
①～④）と表記された。上述のように，実現期
には政治の窓④の開放を契機として生成・展開
された政治⑤，および，これと関連して生成・
展開された政治⑥の計 2つの政治が追加され
た。したがって，実現期末の政治状況は，政治
状況（政治①～⑥）となった。
なお，公益法人制度改革 3法案が国会で成立
したのは 2006年 5月であり，小泉内閣（2001

年 4月～2006年 9月）のもとであった。他方，
新公益法人税制法案が国会で成立したのは
2008年 4月であり，福田内閣（2007年 9月～
2008年 9月）のもとであった。ただし，新公
益法人税制法案の内容は，小泉内閣のもとで
2005年 6月に公表された政府税制調査会・基
礎問題小委員会・非営利法人課税WG合同会
議の報告書「新たな非営利法人に関する課税及
び基本税制の基本的考え方」よって実質的に決
定されていた。したがって，公益法人制度改革
3法案と新公益法人税制法案の国会成立，すな
わち，公益法人制度改革の決定・正当化は，実
質上小泉内閣のもとで行われたといえる。
7）3つの結び付き
実現期末に政策の流れの中で浮遊していたア
ジェンダ（問題①～③），政策状況（政策案①
～⑲），政治状況（政治①～⑥）の 3つは，政
策アクティビストによって相互に結び付けら
れ，1つのパッケージを構成した。その結果，
公益法人制度改革 3法案および新公益法人税制
法案は国会で成立した，すなわち，公益法人制
度改革は，正式に決定・正当化されたのであ
る。以下，実現期末のアジェンダ，政策状況，
政治状況の内容について説明する。
第 1のアジェンダは，問題①（公益法人ガバ
ナンスの透明化），問題②（行政改革のための
公益法人制度改革），問題③（民間非営利活動
の促進）の 3つからなっていた。このうち，問
題③（民間非営利活動の促進）は，実現期に新
たに認識・定義され公益法人制度改革を進める
ために不可欠の問題であった。したがって，実
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現期末のアジェンダ，すなわち 3つの問題（問
題①～③）は，全体として十分な内容を備える
とともに相互に関連し統合されていた。
第 2の政策状況は，前史，形成期，実現期に
おいて生成・特定された全部で 19の政策案か
らなっていた。このうち，特に実現期において
生成・特定化された政策案⑰（公益法人制度改
革関連 3法案）と政策案⑲（新公益法人税制法
案）は，後述するように，いずれも存続規準を
満たす政策案であった（表 27）。したがって，
実現期末の政策状況，すなわち 19の政策案
（政策案①～⑲）は，全体として十分な内容を
備えるとともに相互に関連し統合されていた。
第 3の政治状況は，前史，形成期，実現期に
おいて生成・展開された全部で 6つの政治から
なっていた。これら 6つの政治はそれぞれ，キ
ングダンが上げた 4つの政治に次のように対応
している。政治①（小泉内閣の存続）は「国民
のムードの変化」に対応する。政治③（NPO

議員連盟・シーズによる「公益法人制度改革か
らの NPO法人の切り離し」方針の決定）と政
治④（自民党行革推進本部の政府税制調査会・
非営利法人課税WGへの「NPO法人の制度改
革からの切り離し」の申し入れ）は，「政府内
部の管轄争い」に対応する。政治②（NPOセ
クターによる制度改革反対運動の展開），政治
⑤（民間法制・税制調査会の提言活動），政治
⑥（公益法人制度改革問題連絡会による世論喚
起）の 3つは，「利益集団の活動」に対応する。
したがって，実現期末の政治状況，すなわち 6

つの政治（政治①～⑥）は，全体として十分な
内容を備えるとともに相互に関連し統合されて
いた。
実現期において政府アジェンダを構成した問
題は，表 10の第 6行に示すように，⑥公益法
人制度改革，⑩自衛隊イラク派遣問題，⑪郵政
民営化問題，⑫自民・民主大連立問題，⑬規制
緩和問題の 5つであった。

Ⅴ　「NPO法と寄付税制の改正」の暫定的分析

1．�前史の分析（NPO法成立から鳩山内閣発足
前まで　1998.3～2009.8）

「NPO法と寄付税制の改正」の前史は，1998

年 3月の NPO法（特定非営利活動促進法）成
立から 2009年 8月の鳩山由紀夫民主党連立内
閣が発足するまでの時期である。この前史の分
析結果は表 11に要約される。以下表 11につい
て説明する。
1）参加者
前史の政府（内閣・省庁）の主要な参加者

は，①自民党内閣，②財務省の 2つであった。
参加者①（自民党内閣）は，1998年 7月～

2009年 8月の政権であった。具体的には，小
渕内閣，森内閣，小泉内閣，安倍内閣，福田内
閣，麻生内閣であり，いずれも自公保もしくは
自公の連立内閣であった（表 13）。これら自民
党内閣は，一貫して「NPO法と寄付税制の改
正」には否定的であった。
参加者②（財務省）は，直前の自社さ連立政
権の時期とは異なり，「NPO法と寄付税制の改
正」には，参加者①（自民党内閣）と同様に，
否定的であった。
前史の議員・国会の主要な参加者は，③民主
党，④自民党税制調査会，⑤NPO議員連盟の
3つであった。
参加者③（民主党）は，1996年 9月結党の
旧「民主党」を前身とし，他の 3つの政党が合
流して 1998年 4月に結成され，2009年 8月ま
で最大野党であった。
参加者④（自民党税制調査会）は，前史にお
いては，NPO優遇税制改正の機運を全く持ち
合わせていなかった。この自民党税制調査会の
税制改正への影響力は大きく，自民党の政策責
任者である政務調査会長でも，税制問題は口を
出しにくい「聖域」とされた 194）。このため，

194︶ たとえば，（1987 年当時）「税制を仕切るのは
自民党税制調査会である。消費税は 5 兆円の所
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認定 NPO法人の要件緩和は漸次的にしか行わ
れず，さらに寄付税制に関しても，税額控除で
はなく所得控除の優遇に止まった（表 12）。
参加者⑤（NPO議員連盟）は，1999年 8月

5日，共産党を除く 5党 1会派 204名の議員に
よって結成された。この時の総会において，
NPO議員連盟は，NPO法（特定非営利活動促
進法）制定の場合と同様，税制についても議員
立法で進める方向性を打ち出した。NPO議員
連盟は，参加者⑥（連絡会を中心とする NW）
のカウンターパートであった。なお，NPO議
員連盟のメンバーは，自民党，公明党，民主党
等の各党に設けられた NPO委員会のメンバー
を兼ねている議員がほとんどであった。
前史の市民団体の主要な参加者は，⑥（連絡
会を中心とする NW）のみであった。

参加者⑥（連絡会を中心とする NW）は，
事例 1の公益法人制度改革に際しては，周辺的
な参加者に過ぎなかった。他方，「NPO法と寄
付税制の改正」に際しては，中心的な参加者と
なった。
シーズの松原明は，この連絡会を中心とする

NWの活動が，1998年 3月の特定非営利活動
促進法の成立以降，1つにまとまり外部から見
やすくなったことに関して，次のように述べて
いる。
「1998年の NPO法をつくる時には，民間側
（NPO側）は，新進党派と自社さ派に分かれて
大戦争をしました。NPO法ができた後，（次の
目標が）税制となってきた時に，新進党派の
NPO側も，自民党税調と戦うには民間側
（NPO側）がばらけていたのでは戦えないと考
えた。税を取りたいということで，新進党派の
NPO側から自社さ派の NPO側に対して，大
同団結しましょうと申し入れがありました。こ
のため，ここ 10年間ぐらい一枚（岩）になっ
た 195）」。

表 11　前史の分析結果
（NPO法成立から鳩山内閣発足前まで　1998.3～2009.8）

参加者

政府（内閣・省庁） ①自民党内閣，②財務省

議員・国会 ③民主党，④自民党税制調査会，⑤NPO議員連盟

市民団体 ⑥連絡会を中心とする NW

政策アクティビスト ①加藤紘一議員，②松原明（シーズ）

政策形成の場

政府アジェンダ ①公益法人制度改革，②自衛隊イラク派遣問題，③郵政民営化問題，④自民・民主大連立問題，⑤規制緩和
問題，⑥NPO法と寄付税制の改正

問題の流れ

アジェンダ NPO法と寄付税制の改正

問題 ①民間非営利活動の促進，②多数の NPO法人／少ない認定 NPO法人の解消

問題の窓 ①NPO法成立

政策の流れ
政策状況

政策案 ①認定 NPO法人制度第 1回改正，②認定 NPO法人制度第 2回改正，③認定 NPO法人制度第 3回改正，④
認定 NPO法人制度第 4回改正，⑤認定 NPO法人制度第 5回改正，⑥認定 NPO法人制度第 6回改正

政治の流れ

政治の窓 ①自民党政権への復帰

政治 ①自民党内閣の存続，②シーズ＆連絡会による政府・政党への NPO法と税制改正の要望，③NPO議員連盟
＆各党 NPO委員会による政府への NPO法と税制改正の要望

政治状況

問題・政策・政治の結び付き〈政策の決定・正
当化〉

アジェンダ（問題①～②）・政策状況（政策案①～⑥）・政治状況（政治①～③）が，相互に結び付いていな
い

得税・法人税の減税とセットで，大蔵省は『減
税分を埋めるには消費税 5％が必要だ』と考え
た。しかし自民税調の山中貞則会長は『消費税
は逆進性があり，増減税チャラでは国民が納得
しない。3％だ』と突き返した。大蔵省は『せ
めて 4％で』と粘ったが，最後は（竹下）総理
が山中会長を訪ねて 3％をのんだ」。石原信雄
元官房副長官「私の履歴書⑯」『日本経済新聞』
（2019/6/17朝刊）。

195︶ シ ー ズ の 松 原 明 へ の 筆 者 ら の 聴 取 調 査
（2013/1/23）。
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2）政策アクティビスト
前史の政策アクティビストは，加藤紘一議員
と松原明（シーズ）の 2名である。

1人目の政策アクティビストである加藤紘一
議員は，1999年 8月設立以来の NPO議員連盟
会長であった。加藤は，自らが NPO法の立法
に関わることになった契機を次のように述べて
いる。
「私は，阪神淡路大震災直後の衆議院予算委
員会の質問で，非営利組織（NPO），非政府組
織（NGO）活動の支援策について質問した。
被災地で活躍するボランティアに触発されたの
が，直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，彼が日本に
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」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 196）」。

加藤紘一議員は，自民党幹事長として NPO

法の議員立法での実現に尽力した。さらに
NPO議員連盟の会長として，NPO優遇税制の
議員立法での準備を進めていた。しかし，2000

年 11月に起きた「加藤の乱」によって，加藤
の政治的地位は大きく傷ついた 197）。その結果，
「NPO優遇税制の議員立法での実現」は不可能
になり，最終的に NPO優遇税制は政府立法に
よって実現された。

2人目の政策アクティビストである松原明

表 12　パブリック・サポート・テストの改正
施行 閣議決定 主な財務的条件

第 1回
改正

2002.4.1
施行

2002.1.17
平成 14年度
税制改正
（小泉内閣）

●役員及び社員等からの寄付金も寄付金総額に算入できるように PSTを緩和

第 2回
改正

2003.4.1
施行

2003.1.17
平成 15年度
税制改正
（小泉内閣）

●PSTの割合を 1/3から 1/5に引き下げ（2006年 3月までの特例）
　・1者あたりの寄付金限度額を寄付金総額の 2％から 5％に引き上げ
　・総収入金額及び寄付金総額に含めない寄付金を 1者につき 1,000円未満に引き下げ
　・国、地方自治体からの委託費、国際機関からの補助金を総収入金額から除外
●みなし寄付金を導入し、損金算入限度額を所得金額の 20％とする

第 3回
改正

2005.4.1
施行

2005.1.17
平成 17年度
税制改正
（小泉内閣）

●PST（各事業年度の割合が 10％以上に限る）等を直前 2事業年度の平均により算定
●共益的な活動に対する制限（50％未満）から、単なる顧客としての会員等を除く

第 4回
改正

2006.4.1
施行

2006.1.17
平成 18年度
税制改正
（小泉内閣）

●PSTの 1/5の特例を 2年延長する
　・役員又は社員以外の寄付者は、親族関係を有する場合でも同一者とはみなさない
　・特定公益増進法人等からの寄付金を寄付金総額の 50％まで PSTの分子に算入できる
　・社員からの会費も、共益的な活動部分を除いて PSTの分子に算入できる
　・国等からの補助金を、分子と分母に算入することを選択できる（補助金算入型）
　・小規模法人の特例（役員の親族からの寄付、少額・匿名寄付の計算を省略できる）
●所得金額から控除できる寄付金額を 1万円超から 5千円超に緩和

第 5回
改正

2008.4.1
施行

2008.1.11
平成 20年度
税制改正
（福田内閣）

●PSTの 1/5の特例を 3年延長し、認定の有効期間及び実績判定期間を 2年から 5年に延長
　・1者あたりの寄付金基準限度額を寄付金総額の 5％から 10％に引き上げ
　・社員からの寄付は、親族等からの寄付も同一者とはみなさない
　・一定の独立行政法人等（JICA等）からの補助金、委託費を PSTの分母から差し引く

第 6回
改正

2009.4.1
施行

2009.1.23
平成 21年度
税制改正
（麻生内閣）

● PST実績判定期間（原則 5年）の特例措置（2009年 4月から 2010年 3月までに初回又は
2回目の申請を行う団体は実績判定期間を 2年とすることができる）

出所：馬場（2013），p.27の表 2。

196︶ 加藤（1999），pp.119-120。
197︶ 加藤の乱とは，次のような自民党の内紛であっ

た。当時，自民党の総裁候補一番手として認識
されていた加藤紘一議員とその同志の国会議員
は，2000 年 11 月 20 日の衆議院本会議に向け
て，野党が森内閣不信任決議案の提出の動きを
みせると，賛成もしくは欠席すると宣言した。
しかし，加藤らの意図は，自民党幹事長による
党内の引き締めにより頓挫した。加藤の政治的
地位は，この件によって大きく傷つき，結果的
に，2001 年春の自民党総裁選で小泉純一郎が
当選することになった。
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（シーズ）は，NPO法成立および，その後の 8

年間にわたる 7回の NPO法人認定制度改正に
おいて，市民団体の代表の 1人として一貫して
活発なロビー活動を展開した。なおシーズ＝市
民活動を支える制度をつくる会（Cʼs）は，
1994年 11月 5日，市民の側から NPO法の立
法を目指して結成された市民団体である。
3）政策形成の場
前史には，「NPO法と寄付税制の改正」に関
する政策形成の場は特に存在しなかった。
4）問題の流れ
前史において，問題の窓①（NPO法の成立）
が開いた。この問題の窓①が開いたことを契機
に，問題①（民間非営利活動の促進）の認識・
定義がなされ，問題①が問題の流れの中に投げ
込まれた。この投げ込まれた問題①（民間非営
利活動の促進）は，問題の窓①を通って，政策
の流れの中に入り浮遊していた。以下問題①に
ついて説明する。

NPO法の成立は，わが国の市民社会におい
て画期的な出来事であった。まず「特定非営利
活動促進法」が 1998年 3月 19日に国会で成立
し，12月 1日に施行された。これにより，任
意団体が法人格を取得できるようになった。さ
らに（NPOの優遇税制を含む）「租税特別措置
法等の一部を改正する法律」が 2001年 3月 28

日に国会で成立し，同年 10月 1日に施行され
た。この NPO優遇税制の成立により，①個人
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，③寄贈した相続財産の非
課税，④日本版パブリック・サポート・テスト
（PST）にもとづく国税庁長官による認定 NPO

法人の認定の 4つが可能になった。この問題①
（民間非営利活動の促進）は，3つの状況把握
手段のうちの衝撃的出来事，すなわち「NPO

法の成立」によって認識・定義された。
さらに前史において，問題②（多数の NPO

法人／少ない認定 NPO法人の解消）が認識・
定義され，問題②が問題の流れの中に投げ込ま
れた。この問題②は，前史に開いている問題の

窓①（NPO法の成立）を通って，政策の流れ
の中に入り浮遊した。以下問題②について説明
する。
「特定非営利活動促進法」の施行を受けて，

1999年 1月，NPO法人第 1号として「ふらの
演劇工房」が認証され誕生した。その後，
NPO法人認証の累計は，1999年 12月に 1000

件，2000 年 6 月 に 2000 件，2000 年 8 月 に
3000件，2001年 5月に 4000件，制度創設から
約 8年後の 2009年 8月時点で，約 50000件を
それぞれ超した。これを受けて，これら誕生し
た NPO法人の活動を支援すべきとする声は一
層強まった。
他方，（NPOの優遇税制を含む）「租税特別
措置法等の一部を改正する法律」の中心的な内
容である，NPO法人が認定 NPO法人になる
ための要件は厳しかった。松原明は，この認定
NPO法人の厳しい PST要件に関して次のよう
に述べている。
「加藤の乱（2000年 11月）が起こった時，

PSTの中身を詰める段階だったんですね。加
藤の乱が頓挫した結果，加藤紘一さんが緩めに
しようとしていた PSTには，財務省によって，
「あれも駄目」「これも駄目」という要件を付け
られた。アメリカには，本当はいろいろなタイ
プの PSTがあるにもかかわらず，「事業型は駄
目」とか一杯要件を付けられてしまった。その
結果，使い物にならないような PSTでスター
トした。制度ができたのも加藤さんのお蔭だ
し，制度が不成功でスタートせざるを得なかっ
たのも加藤さんのお蔭である。（加藤の乱が起
きる以前は）日本のニーズに合わせて，（米国
の PSTを）少しだけ修正しながら議員立法に
もっていきましょうという話だった。しかし，
アメリカの PSTよりもはるかに高いハードル
になってしまった 198）」。

198︶ シ ー ズ の 松 原 明 へ の 筆 者 ら の 聴 取 調 査
（2013/1/23）。松原は，この点に関して次のよ
うに述べている。「NPO 法人に免税の資格を与
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税制優遇を受けられる認定NPO法人の数は，
制度創設から約 1年後の時点で，NPO法人約
8700のうちの僅か 8法人（0.09％）に過ぎな
かった。この結果を受けて，シーズや連絡会
は，認定 NPO法人の要件の緩和を要望し続け
た。しかし，8年間に 6回にわたって漸次的に
緩和されたに過ぎなかった。最終的に，制度創
設から約 8年後の 2009年 8月時点において，
NPO法人約 50000法人のうち認定 NPO法人
は僅か 105法人（0.21％）に過ぎなかった。ま
た寄付税制に関しても，所得控除方式に止ま
り，税額控除方式は遂に実現しなかった。この
問題②（多数の NPO法人／少ない認定 NPO

法人の解消）は，3つの状況把握手段のうちの，
フィードバック，すなわち，内閣府やシーズに
よる調査結果である認証 NPO法人数と認定
NPO法人数によって把握され，問題として認
識・定義された。
前史において，問題①（民間非営利活動の促
進）と問題②（多数の NPO法人／少ない認定
NPO法人の解消）の 2つが新たに認識・定義
され，最終的に前史末のアジェンダは，アジェ
ンダ（問題①～②）となった。
5）政策の流れ
前史において，政策の流れの岸にいるさまざ
まな参加者は，政策案①（認定 NPO法人制度
第 1回改正），政策案②（認定 NPO法人制度
第 2回改正），政策案③（認定 NPO法人制度
第 3回改正），政策案④（認定 NPO法人制度
第 4回改正），政策案⑤（認定 NPO法人制度
第 5回改正），政策案⑥（認定 NPO法人制度
第 6回改正）の生成・特定化を行い，この政策
案①～政策案⑥を政策の流れの中に投げ込み浮

遊させた（表 12）。
最終的に前史末の政策状況は，政策状況（政
策案①～⑥）となった。
6）政治の流れ
前史において，政治の窓①（自民党政権への
復帰）が開いた。この政治の窓①が開いたこと
を契機に，政治①（自民党内閣の存続）の生
成・展開がなされ，政治①が政治の流れの中に
投げ込まれた。この投げ込まれた政治①（自民
党内閣の存続）は，開いた政治の窓①を通っ
て，政策の流れの中に入り浮遊していた。以下
政治①について説明する。

1998年 7月，自社さ連立政権である橋本内
閣が総辞職し，小渕内閣（自民党単独）が発足
した。その後，自民党を中心とする連立内閣
（自自，自自公，自公保，自公，以下「自民党
政権」もしくは「自民党内閣」と略記される）
が，2009年 9月に民主党内閣（民主党・社民
党・国民新党の連立内閣）が発足するまでの約
11年間，継続するのである（表 13）。この政治
①（自民党内閣の存続）は，4つの政治のうち
の「政府関係者の交替」に対応する。
さらに前史において，政治②（シーズ＆連絡
会による政府・政党への NPO法と税制改正の
要望）と政治③（NPO議員連盟＆各党 NPO

委員会による政府への NPO法と税制改正の要
望）の生成・展開がなされ，この 2つの政治

表 13　1990 年代後半から 2012 年までの歴代内閣
年月 首相 連立政党

1996/1～1998/7 橋本龍太郎 自民党・社民党・さきがけ

1998/7～2000/4 小渕恵三
自民党単独，自民党・自由党，自
民党・自由党・公明党

2000/4～2001/4 森喜朗 自民党・公明党・保守党

2001/4～2006/9 小泉純一郎
自民党・公明党・保守党，自民党・
公明党

2006/9～2007/9 安倍晋三 自民党・公明党

2007/9～2008/9 福田康夫 自民党・公明党

2008/9～2009/9 麻生太郎 自民党・公明党

2009/9～2010/6 鳩山由紀夫 民主党・社民党・国民新党

2010/6～2011/9 菅直人 民主党・国民新党

2011/9～2012/1 野田佳彦 民主党・国民新党

える『認定 NPO 法人制度』が 2001 年に作ら
れました。この時も議員立法を目指したのです
が，『加藤の乱』が 2000年にあり，政府提案の
法律で認定 NPO 法人制度ができてしまい，失
敗したのです。原案はこちらが作ったのです
が，認定要件等，最終の詰めができませんでし
た」。松原（2006），p.159。
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が，政治の流れの中に投げ込まれ，開いている
政治の窓①（自民党政権への復帰）を通って，
政策の流れの中に入り，浮遊した。以下政治②
と政治③について説明する。

原田は，政治②（シーズ＆連絡会による政
府・政党への NPO法と税制改正の要望）に関
して，表 14と図 5を作成している。このうち，
表 14は各年度における政権，NPO議員連盟の

表 14　シーズ＆連絡会によるロビー活動一覧
年度 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010～2011年 6月

政治的機会構造①
政権 自民党政権 　　　　　 民主党政権

小渕 森 小泉 安倍 福田 麻生 鳩山 菅

政治的機会構造② 議連総会の
開催 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

アウトサイド
（紛争拡大）

マスコミへ
の働きかけ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

署名活動 ○ ○ ○ ○ ○

アウトサイド
（シグナリング）

【対政府】
基礎調査 ○ ○ ○ ○

【対議員】
全国キャン
ペーン

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

【対議員】
東京での決
起集会

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

【対議員】
一斉要請行
動

○ ○ ○

インサイド

【対政府】
要望書提出 ○ ○ ○ ○ ○ ○

【対議員】
要望書提出 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

【対議員】
政党ヒヤリ
ング

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

【対議員】
議連総会へ
の出席

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

帰結 税制改正 制定 改正
①

改正
②

改正
③

改正
④

改正
⑤

改正
⑥

改正
⑦ 改正⑧

出所：原田（2016），p.120。

6月

内閣府・厚労省
に要望書提出

実態調査の
調査票配布

実態調査の結果
を記者発表

マスコミ
（読）

マスコミ
（朝・読）

マスコミ
（朝・読・経）

インサイド

アウトサイド
（シグナリング）

アウトサイド
（紛争拡大）

7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月

集会開催
（7都市）

実態調査の結果
を内閣府・各政党

に提出

政党ヒアリング
（自・公・民）

要望書と署名を
各党議員に提出

要望書と署名を
内閣府に提出

東京決起集会
国会要請行動

集会開催（15都市）

署名の呼びかけ

マスコミ
（読）

マスコミ
（朝）

与
党
、税
制
改
正
大
綱
で
Ｎ
Ｐ
Ｏ
支
援
税
制
の
改
正
案
発
表

平
成
１
５
年
度
税
制
改
正
、閣
議
決
定

出所：原田（2016），p.121。

図 5　2002 年度のシーズ＆連絡会のロビー活動の流れ
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総会開催の有無，シーズ＆連絡会のロビー活動
の展開，税制改正の帰結を示している。他方，
図 5は 2002年度のロビー活動の流れを示して
いる。
この表 14から次のことが明らかにされてい

る。（1）シーズ＆連絡会のロビー活動は，2001

年の認定 NPO法人制度が制定された 2001年
と直後の 2002年までに確立された。（2）この
自民党政権時代には，自民党税制調査会と財務
省という敵対者の存在と，同盟者としての
NPO議員連盟の停滞により，ロビー活動の数
は減少していった。（3）各ロビー活動に関して
は次の通りである 199）。対政府へのロビー活動
としての実態調査とは，経企庁（内閣府）が財
務省と折衝するためのデータをシーズが提供し
ていたことを指している。（4）対議員へのロ
ビー活動としての全国キャンペーンとは，各地
の NPOセンターが集会を企画して地元選出議
員を招いたことを指している。東京での決起集
会と一斉要請行動とは，各地の支援センター関
係者が東京に集結したことを指している。（5）
対議員へのロビー活動としての政党ヒアリング
と NPO議員連盟総会とは，シーズの松原が各
政党のヒアリングや NPO議員連盟の総会に出
席したことを指している 200）（表 15）。
他方，図 5から次のことが明らかにされてい

る。「認定 NPO法人制度は，2001年に租税特
別措置法等の一部を改正する法律として成立し
たことにより，それ以降の改正は，税制改正の
ルートに乗らなければならなくなった。そのた
め，毎年 12月の税制改正大綱発表に向けて要
望を出すという目標時点が固定され，年の前半
はアウトサイド戦術（間接的戦術）を中心に準
備を進め，後半はインサイド戦術（直接的戦
術）を，そして法改正後には実態調査によって
フィードバックするという，運動のサイクルを
描いていた 201）」。
原田は，政治③（各党 NPO委員会＆ NPO

議員連盟の政府へのNPO法と税制改正の要望）
に関して，上掲の表 15を作成している。表 15

によれば，自民党 NPO委員会，公明党 NPO

委員会，民主党 NPO委員会，および超党派の
議員で構成される NPO議員連盟は，市民団体
に対するヒアリングを不定期に断続的に開催し
てきたことがわかる。また議員連盟の総会で
は，参加したシーズの松原より「NPO法と税
制の改正」の要望を聴取した。上述のように，
各党 NPO委員会と NPO議員連盟は，このヒ
アリングや総会で聴取した市民団体の意見にも
とづいて，内閣府や財務省に「NPO法と税制
の改正」に関するさまざまな要望を提出した。
なお政治②（シーズ＆連絡会による政府・政
党への NPO法と税制改正の要望）と政治③
（NPO議員連盟＆各党 NPO委員会の政府への

NPO法・税制改正要望）はいずれも，4つの
政治のうちの「利益集団の活動」に対応する。
前史においては，政治の窓①の開放を契機に
政治①が生成・展開され，この政治の窓①の開
放とは独立に政治②と政治③が生成・展開され
た。最終的に前史末の政治状況は，政治状況
（政治①～③）となった。
7）3つの結び付き
前史末に政策の流れの中で浮遊していたア
ジェンダ（問題①～②），政策状況（政策案①

表 15　�シーズが参加した自公民のヒアリングとNPO議員連
盟総会

年度 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

自 民 党
ヒ ア リ
ング

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

公 明 党
ヒ ア リ
ング

○ ○ ○ ○

民 主 党
ヒ ア リ
ング

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

NPO 議
員 連 盟
総会

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

出所：原田（2016），p.123。

199︶ 原田（2016），p.120。
200︶ 原田 ibid.，pp.120-121。 201︶ 原田 ibid.，p.121。
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～⑥），政治状況（政治①～③）の 3つは，い
ずれも「NPO法と寄付税制の改正」を実現す
るのには不十分な内容であり，相互に結び付く
ことはなく，1つのパッケージを構成するには
至らなかった。以下，前史末のアジェンダ，政
策状況，政治状況について説明する。
第 1のアジェンダは，問題①（民間非営利活
動の促進）と問題②（多数の NPO法人／少な
い認定 NPO法人の解消）の 2つのみからなっ
ていた。
問題①（民間非営利活動の促進）は，わが国
でも，すでに 1898年の民法施行以来，認識さ
れてきた問題である。しかし，より直接的には
問題の窓①（NPO法の成立）が開いたことを
契機に認識・定義された。この問題①は，
「NPO法と寄付税制の改正」の場合には，政府
（内閣・省庁），議員・国会，市民団体のすべて
の参加者が等しく重要であると認識・定義して
いた問題である。
さらに，問題②（多数の NPO法人／少ない

認定 NPO法人の解消）は，前史の途中で認
識・定義され，問題の流れの中に投げ込まれ
た。この問題②は，特に市民団体が非常に重要
である認識・定義していた問題である。した
がって，前史末のアジェンダ，すなわち 2つの
問題（問題①～②）は，全体として十分な内容
を備えていなかった。
第 2の政策状況は，上述のように，政策案①

（認定 NPO法人制度第 1回改正），政策案②
（認定 NPO法人制度第 2回改正），政策案③
（認定 NPO法人制度第 3回改正），政策案④
（認定 NPO法人制度第 4回改正），政策案⑤
（認定 NPO法人制度第 5回改正），政策案⑥
（認定 NPO法人制度第 6回改正）からなって
いたに過ぎなかった。なお，これら 6つの政策
案（プロセス）は，前史において融和された政
策案であった。したがって，前史末の政策状
況，すなわち 6つの政策案（政策案①～⑥）
は，全体として十分な内容を備えていなかっ
た。

第 3の政治状況は，政治①（自民党内閣の存
続），政治②（シーズ＆連絡会による政府・政
党への NPO法と税制改正の要望），政治③
（NPO議員連盟＆各党 NPO委員会の政府への

NPO法と税制改正の要望）の 3つのみから
なっていた。したがって，前史末の政治状況，
すなわち 3つの政治（政策案①～③）は，全体
として十分な内容を備えていなかった。
前史において政府アジェンダを構成した問題
は，表 11の第 6行に示すように，①公益法人
制度改革，②自衛隊イラク派遣問題，③郵政民
営化問題，④自民・民主大連立問題，⑤規制緩
和問題，⑥「NPO法と寄付税制の改正」の 6

つであった。

2．�形成期の分析（鳩山内閣発足から「新しい
公共」宣言公表まで　2009.9～2010.6）
形成期は，鳩山由紀夫民主党連立政権が発足
し「新しい公共」宣言が公表されるまでの約
9ヶ月の時期である。この形成期の分析結果は
表 16に要約される。以下表 16について説明す
る。
1）参加者
形成期の政府（内閣・省庁）の主要な参加者
は，⑦民主党内閣，②財務省，⑧新政府税制調
査会，⑨内閣府，⑩文部科学省の 5つであっ
た。
参加者⑦（民主党内閣）は，2009年 9月，

自民党政権に取って替わり成立した鳩山内閣で
ある。
参加者②（財務省）は，鳩山内閣が成立した
直後の 2009年 10月から 2010年 3月末までの
間に，「NPO法と寄付税制の改正」に向けて大
幅に舵を切った。この舵を切ったことが「2010

年度税制改正の要綱」の閣議決定につながっ
た。
参加者⑧（新政府税制調査会）は，従来の政
府税制調査会と民主党税制調査会を統合する形
で内閣府内に設置された。新政府税制調査会の
メンバーは，財務省と総務省の大臣・副大臣・
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政務官，各省庁の副大臣などの国会議員で構成
された。新政府税制調査会のもとには，市民公
益税制を含む 4つのテーマに関して，与党議員
からなる PTが設置された。新政府税制調査会
での議論は，原則として公開で行われ，週 2回
のペースで進められた。
参加者⑨（内閣府）は，鳩山内閣成立する直
前の 2009年 8月末，財務省に対して「2010年
度税制改正要望」を提出した。この要望書の中
では，特に認定 NPO法人のみなし寄付金の拡
充が求められた。さらに，鳩山内閣成立直後の
10月末，内閣府（大臣官房）は，税制改正要
望を次のように大きく前進させた。すなわち，
①認定 NPO法人制度の実績判定期間の特例措
置延長，認定手続きの簡素化，審査期間の短
縮，②寄付税制の拡充が盛り込まれた。
参加者⑩（文部科学省）は，従来から，国公
立大学や私立大学を含む学校法人への補助金・
助成金の膨張に悩み，学校法人に対する民間寄
付の増加を目指していた。こうした背景のなか
で，中川正春文部科学副大臣は，新政府税制調
査会による 2010年度の税制改正大綱の策定に
向けたヒアリングに際して，寄付税制の拡充や
「寄付税制 PT」の設置を提案した。さらに文

部科学省は，2011年度税制改正要望に際して，
連絡会を中心とする NWによるロビー活動を
側面から支援した。
形成期の議員・国会の主要な参加者は，③民
主党，④自民党税制調査会，⑤NPO議員連盟
の 3つであった。
参加者③（民主党）は，2009年 9月，鳩山
内閣が発足するとともに，与党となった。
参加者④（自民党税制調査会）は，鳩山内閣
発足にともない，自民党政権の時期とは異な
り，税制改正に対してほとんど影響力をもたな
くなっていた。この点に関して，自民党の中谷
元議員は次のように述べている。
「（自民党が野党になったことで）むしろやり
やすかったね。税の問題で一番うるさいのは財
務省や国税なんですけど，民主党が与党になっ
て，そこが了解した 202）」。
参加者⑤（NPO議員連盟）は，民主党にお
いて超党派の議員連盟活動が原則禁止になった
ことにより，活動を休止していた。
形成期の市民団体の主要な参加者は，⑥連絡
会を中心とする NWのみであった。

表 16　形成期の分析結果
（鳩山内閣発足から「新しい公共」宣言公表まで　2009.9～2010.6）

参加者

政府（内閣・省庁） ⑦民主党内閣，②財務省，⑧新政府税制調査会，⑨内閣府，⑩文部科学省

議員・国会 ③民主党，④自民党税制調査会，⑤NPO議員連盟

市民団体 ⑥連絡会を中心とする NW

政策アクティビスト ③鳩山由起夫首相，④松井孝治議員，②松原明（シーズ）

政策形成の場 ①地域主権戦略会議，②「新しい公共」円卓会議，③市民公益税制 PT

政府アジェンダ ⑥NPO法と寄付税制の改正，⑦リーマン不況問題，⑧普天間基地移転問題

問題の流れ

アジェンダ NPO法と寄付税制の改正（問題①～②）

問題 ③「新しい公共」の実現，④地域主権改革の推進

問題の窓 ①「新しい公共」の提唱

政策の流れ
政策状況 政策状況（政策案①～⑥）

政策案 ⑦閣議決定「2010年度税制改正の要綱」，⑧深まる財務省の税額控除への理解，⑨認定 NPO法人制度第 7回
改正，⑩市民公益税制 PTの中間報告，⑪「新しい公共」宣言

政治の流れ

政治の窓 ②鳩山内閣の発足

政治 ④民主党内閣の存続，⑤連絡会による政府・政党への NPO法と寄付税制改正の要望，⑥普天間移設問題での
社民党連立離脱

政治状況 政治状況（政治①～③）

問題・政策・政治の結び付き〈政策の決定・正
当化〉

アジェンダ（問題①～④）・政策状況（政策案①～⑪）・政治状況（政治①～⑥）が，相互に結び付いていな
い

202︶ 原田（2015），p.5。

経　済　学　研　究 70－1（76 ）76

70_1_03_小島・平本.indd   76 2020/06/18   17:05:32



参加者⑥（連絡会を中心とする NW）は，
「NPO法と寄付税制の改正」の形成期における
中心的な参加者であった。
2）政策アクティビスト
形成期の政策アクティビストは，③鳩山由起
夫首相，④松井孝治議員，②松原明（シーズ）
の 3名である。

1人目の政策アクティビストである③の鳩山
由紀夫首相は，2009年 10月，第 173回通常国
会の所信表明演説のなかで次のように述べた。
「私が目指したいのは，人と人が支え合い，
役に立ち合う『新しい公共』の概念です。「新
しい公共」とは，人を支える役割を「官」と言
われる人だけが担うのではなく，教育や子育
て，街づくり，防犯や防災，医療や福祉などに
地域でかかわっておられる方々一人ひとりにも
参加していただき，それを社会全体として応援
しようという価値観です。国民生活の現場にお
いて政治ができることは，市民や NPOが活発
な活動を始めたときに，それを邪魔するような
余分な規制（中略）を取り払うことだけかもし
れない。しかし，そうやって市民や NPOの活
動を側面から支援していくことこそが，21世
紀の政治の役割だと私は考えています 203）」。
鳩山首相は，この所信表明演説において，

「新しい公共」の考え方を明確に示すとともに，
以後，「新しい公共」の実現を極めて積極的に
推進した。

2人目の政策アクティビストである④の松井
孝治議員は，鳩山内閣の「新しい公共」政策の
提唱に実質的に関わった。彼は次のように述べ
ている。
「（鳩山内閣で）やりたかったのは統治機構の
改革。官僚や議員が公共の基準をつくる中央集
権のメカニズムを変えたかった。（中略）世の
中を動かしたということでは，鳩山由紀夫元首
相の演説で打ち出した「新しい公共」の概念
だ。マニフェスト（政権公約）にはなく，鳩山

演説で初めて世に出した 204）」。
したがって，「新しい公共」の実現は「NPO

法と寄付税制の改正」に直結していた。
3人目の政策アクティビストである②の松原
明（シーズ）は，「NPO法と寄付税制の改正」
の形成期を含む全史において，活発なロビー活
動を展開した。彼は，2010年 2月，市民公益
税制 PTの第 4回会合において「インパクトの
ある改正が不可欠だ」として 6点を提案した。
3）政策形成の場
形成期の主要な政策形成の場は，①地域主権
戦略会議，②「新しい公共」円卓会議，③市民
公益税制 PTの 3つであった。
政策形成の場①（地域主権戦略会議）は，

2009年 12月，内閣府に設置された。地域主権
戦略会議の目的は，地域主権に向けた施策を検
討・実施するとともに，地方分権改革推進委員
会の勧告を踏まえた施策を実施することであっ
た。地域主権戦略会議では，鳩山首相が議長
を，地域主権推進担当大臣を兼ねる原口一博総
務大臣が副議長をそれぞれ務めた。メンバー
は，財務大臣・国家戦略担当大臣・行政刷新担
当大臣・内閣官房長官の 4名の政府関係者，自
治体首長や学識経験者ら 7名を加え，計 13名
であった 205）。
政策形成の場②（「新しい公共」円卓会議）
は，2010年 1月，内閣府に設置された。円卓
会議の目的は，「『新しい公共』という考え方や
その展望を市民，企業，行政などに広く浸透さ
せるとともに，これからの日本社会の目指すべ
き方向性やそれを実現させる制度・政策の在り
方などについて議論を行うこと」であった。メ
ンバーは，鳩山首相，菅直人副総理，平野博文
官房長官，仙石由人「新しい公共」担当相を含
む 19名であった。会合は計 8回開催され，
2010年 6月の第 8回会合において「新しい公
共」宣言が公表された。

203︶ 平田・松井（2011），pp.133-149。
204︶ 『日本経済新聞』（2013/7/17朝刊）。
205︶ 地域主権戦略会議については，逢阪（2012）。
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政策形成の場③（市民公益税制 PT）は，
2010年 1月，新政府税制調査会のもとに設置
された。市民公益税制 PTの目的は，「新しい
公共」円卓会議とも連携しつつ，寄付税制や公
益活動を担う法人（NPO法人や公益法人など）
の税制を専門的・総合的観点から検討すること
であった。メンバーは，渡辺周総務副大臣（座
長），峰崎直樹財務副大臣，大島敦内閣府副大
臣，「新しい公共」円卓会議のメンバーでもあ
る松井孝治官房副長官，小川淳也総務大臣政務
官，古本伸一郎財務大臣政務官であり，全員が
国会議員であった。事務局は財務省ではなく，
座長の属する総務省が担当し，会議は非公開で
あった。
4）問題の流れ
この形成期の開始とともに，問題の窓②（「新
しい公共」の提唱）が開いた。この問題の窓②
が開いたことを契機に，問題③（「新しい公共」
の実現）が認識・定義され，問題③が問題の流
れの中に投げ込まれた。この問題③は，開いた
問題の窓②を通って，活動の流れの中に入り浮
遊した。以下問題③について説明する。
鳩山首相が提唱した「新しい公共」は，問題
①（民間非営利活動の促進）に密接に関連して
いる。政策アクティビストの項で述べたよう
に，鳩山は，2009年 10月，第 173回通常国会
の所信表明演説のなかで「私が目指したいの
は，人と人が支え合い，役に立ち合う『新しい
公共』の概念です」と表明した。「新しい公共」
の考え方は，この所信表明演説において明確に
示されたのである。この問題③（「新しい公共」
の実現）は，3つの状況把握手段のうちの衝撃
的出来事（個人的経験），すなわち，鳩山首相
と松井孝治議員の 2人の「熱い思い」によって
認識・定義された。
さらに形成期に，問題④（地域主権改革の推
進）が認識・定義され，問題④が問題の流れの
中に投げ込まれた。この問題④は，形成期に開
いている問題の窓②（「新しい公共」の提唱）
を通って，政策の流れの中に入り浮遊した。以

下問題④について説明する。
「NPO法と寄付税制の改正」は，最終的に①

NPO法人の全ての認証権限の都道府県・政令
指定都市への全面的移譲，②認定 NPO法人の
認定権限の国税庁から都道府県・政令指定都市
への委譲を含んでいた。この 2つの権限委譲
は，民主党政権が推進した政策の 1つである
「地域主権改革」と密接に関連していたのであ
る。
民主党は，1998年 4月の結党以来，基本理
念として「地方分権」を掲げてきた。この結党
時に採択された基本理念では，「中央集権的な
政府を『市民へ，市場へ，地方へ』との視点で
分権社会を構築し，共同参画社会をめざす」こ
とが謳われていた。

2009年 12月に閣議決定された「地方分権改
革推進計画」には，「地域主権の確立は，鳩山
内閣の『1丁目 1番地』である重要課題であり，
明治以来の中央集権体質から脱却し，この国の
在り方を大きく転換する改革である」と記載さ
れた。この「地方分権改革推進計画」の公表に
先立つ 2009年 11月，鳩山内閣は，内閣府への
地域主権戦略会議の設置を閣議決定した。地域
主権戦略会議の目的は「地域主権改革の推進」
であった。この問題⑥（地域主権改革の推進）
は，3つの状況把握手段のうちの衝撃的出来事
（象徴的事実），すなわち，民主党結党時の基本
理念の 1つが「地方分権」であったことよって
認識・定義された。
形成期の初めのアジェンダは，問題①（民間
非営利活動の促進）と問題②（多数の NPO法
人／少ない認定 NPO法人の解消）の 2つから
なっていた。形成期に上述の問題③（「新しい
公共」の実現）と問題④（地域主権改革の推
進）の 2つが新たに認識・定義され，最終的に
形成期末のアジェンダは，アジェンダ（問題①
～④）となった。
5）政策の流れ
形成期において，政策の流れの岸にいるさま
ざまな参加者は，政策案⑦～政策案⑪の生成・
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特定化を行い，これら全部で 5つの政策案を政
策の流れの中に投げ込み浮遊させた。生成・特
定化された政策案は次の通りである。すなわ
ち，⑦閣議決定「2010年度税制改正の要綱」，
⑧深まる財務省の税額控除への理解，⑨ NPO

法人認定制度第 7回改正，⑩市民公益税制 PT

の中間報告，⑪「新し公共」宣言である。以下
5つの政策案を説明する。
政策案⑦（閣議決定「2010年度税制改正の
要綱」）には，NPOに関連する事項として，①
認定 NPO法人制度の改正，②寄付金控除制度
の改正，③市民公益税制 PTの設置の 3つが盛
り込まれていた。
政策案⑧（深まる財務省の税額控除への理
解）は，鳩山内閣成立後の 2009年 10月から
2010年 3月末までの間に，財務省が「NPO法
と寄付税制の改正」に向けて大幅に舵を切った
ことを指している。
政策案⑨（認定 NPO法人制度第 7回改正）
は，2010年 4月に施行された。
政策案⑩（市民公益税制 PTの中間報告）は，

2010年 4月，①現行制度の検討，②有識者か
らのヒアリング，③円卓会議メンバーとの意見
交換等にもとづいて，取りまとめられた。
政策案⑪（「新し公共」宣言）は，2010年 6

月にまとめられた「新しい公共」円卓会議の報
告書である。宣言では，「はじめに」「『新しい
公共』と日本の将来ビジョン」「『新しい公共』
を作るために」が本体であり，「『新しい公共』
の具体的なイメージ」が添付されていた。
形成期の初めの政策状況は，政策状況（政策
案①～⑥）と表記された。上述のように，形成
期には政策案⑦～政策案⑪が追加された。した
がって，形成期末の政策状況は，政策状況（政
策案①～⑪）となった。
6）政治の流れ
形成期の開始とともに，政治の窓②（鳩山内
閣の発足）が開いた。この政治の窓②が開いた
ことを契機に，政治④（民主党内閣の存続）の
生成・展開がなされ，政治④が政治の流れの中

に投げ込まれた。この投げ込まれた政治④は，
開いている政治の窓②を通って，政策の流れの
中に入り浮遊していた。以下政治④について説
明する。

2009年 8月，第 45回衆議院議員総選挙が行
われ，民主党が単独過半数を大幅に上回る 308

議席を獲得し，政権交代を確実にした。連立政
権の樹立は，民主党が参議院において過半数の
議席を有しておらず，安定した政権運営のため
には，社民党と国民新党との連立が不可欠で
あったからである。2009年 9月，民主党代表
の鳩山由紀夫が，特別国会の首相指名選挙にお
いて首相に選ばれた。同日夜，民主党，社民
党，国民新党の 3党による連立内閣が正式に発
足し，約 9カ月間，存続した。この政治④は，
4つの政治のうちの「政府関係者の交替」に対
応する。
さらに形成期に，政治⑤（連絡会による政

府・政党への NPO法と寄付税制改正の要望）
の生成・展開がなされ，政治⑤が政治の流れの
中に投げ込まれた。この政治⑤は，形成期に開
いている政治の窓②（鳩山内閣の発足）を通っ
て，政策の流れの中に入り浮遊していた。以下
政治⑤について説明する。
連絡会は，2009年 6月，「特定非営利活動法

人（NPO法人）制度に関する要望書」をまと
め各党へ提出した。要望書提出後も，要望事項
がマニフェストに盛り込まれるよう働きかけを
継続した。その結果，ほぼ全党の選挙公約に寄
付税制，NPO改正，ボランティア，社会貢献
活動などが記載された。また連絡会は，2009

年 10月，「NPO法人制度の税制改正に関する
要望書」をまとめ，政府や各政党へ提出した。
さらに連絡会は，2009年 10月，①認定 NPO

法人制度の特例の恒久化，要件緩和および審査
期間短縮，②みなし寄付金制度の拡充，③寄付
税制の拡充などを求める要望書を内閣府に提出
するとともに，内閣府よる連絡会に対するヒア
リングを受けた。この政治⑤（連絡会による政
府・政党への NPO法と寄付税制の改正要望）
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は，4つの政治のうちの「利益集団の活動」に
対応する。
加えて，形成期に，政治⑥（普天間移設問題
での社民党連立離脱）の生成・展開がなされ，
政治⑥が政治の流れの中に投げ込まれた。この
政治⑥は，形成期に開いている政治の窓⑤（鳩
山内閣の発足）を通って，政策の流れの中に入
り浮遊していた。以下政治⑥について説明す
る。
鳩山首相は，2010年 5月，米軍普天間飛行
場の移設問題に関して，公言していた沖縄県外
への移設を断念し，同県内の辺野古を移設先と
する対処方針を閣議決定した。これに対して，
県外・国外移設を強く主張してきた社民党の福
島瑞穂党首が，政府方針への署名を拒否し閣僚
を罷免された。社民党は党首の罷免という事態
に態度を硬化させて，連立離脱を決定した。こ
の政治⑥（普天間移設問題での社民党連立離
脱）は，4つの政治のうちの「政府関係者の交
替」に対応する。
上述のように，形成期の初めの政治状況は政
治状況（政治①～③）であった。このうち，政
治①（自民党内閣の存続）は，あくまで前史の
政治であり，形成期には参加者の認識ないし記
憶の中にのみ存在していた政治である。形成期
には政治の窓の開放を契機として生成・展開さ
れた政治④，およびこれとは独立に生成・展開
された政治⑤と政治⑥の計 3つの政治が追加さ
れた。したがって，形成期末の政治状況は，政
治状況（政治①～⑥）となった。
7）3つの結び付き
形成期末に政策の流れの中で浮遊していたア
ジェンダ（問題①～④），政策状況（政策案①
～⑪），政治状況（政治①～⑥）の 3つは，い
ずれも「NPO法と寄付税制の改正」を実現す
るのには不十分な内容であり，相互に結び付く
ことはなく，1つのパッケージを構成するには
至らなかった。以下，形成期末のアジェンダ，
政策状況，政治状況について説明する。
第 1のアジェンダは，問題①（民間非営利活

動の促進），問題②（多数の NPO法人／少な
い認定 NPO法人の解消），問題③（「新しい公
共」の実現），問題④（地域主権改革の推進），
の 4つからなっていた。このうち問題①（民間
非営利活動の促進）は，「NPO法と寄付金税制
の改正」の場合に，政府（内閣・省庁），議員・
国会，市民団体等のすべての参加者が等しく重
要である認識・定義していた問題であった。新
たに認識・定義された問題④（「新しい公共」
の実現）は，この問題③（民間非営利活動の促
進）のより具体的な内容を含んでいるといえ
た。さらに政府によって，問題④（地域主権改
革の推進）が認識・定義された。この問題④
は，上述の問題①，②，③と一見結び付いてい
ないようにみえる。しかし後述するように，間
接的には結び付いている。したがって，形成期
末のアジェンダ，すなわち 4つの問題（問題①
～④）は，全体として未だ十分な内容を備えて
おらず，必ずしも相互に関連していなかった。
第 2の政策状況は，上述のように，①認定

NPO法人制度第 1回改正～⑥認定 NPO法人
制度第 6回改正，⑦閣議決定「2010年度税制
改正の要綱」，⑧深まる財務省の税額控除への
理解，⑨認定 NPO法人制度第 7回改正，⑩市
民公益税制 PTの中間報告，⑪「新しい公共」
宣言，の 11からなっていた。このうち，①認
定 NPO法人制度第 1回改正～⑥認定 NPO法
人制度第 6回改正，③深まる財務省の税額控除
への理解，④ NPO法人認定制度第 7回改正の
8つは，政策案の生成・特定化の「プロセス」
である。他方，⑦閣議決定「2010年度税制改
正の要綱」，⑩市民公益税制 PTの中間報告，
⑪「新しい公共」宣言の 3つは，政策案の生
成・特定化の「アウトプット」である。しかし，
これら 3つのアウトプットは，法律案骨子でも
法律案でもなかった。したがって，形成期末の
政策状況，すなわち 11の政策案（政策案①～
⑪）は，全体として未だ十分な内容を備えてお
らず，必ずしも相互に関連していなかった。
第 3の政治状況は，政治①（自民党内閣の存
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続），政治②（シーズ＆連絡会による政府・政
党への NPO法と税制改正の要望），政治③
（NPO議員連盟＆各党 NPO委員会による政府
への NPO法と税制改正の要望），政治④（民
主党内閣の存続），政治⑤（連絡会による政府・
政党への NPO法と寄付税制改正の要望），政
治⑥（普天間移設問題での社民党連立離脱），
の 6つの政治からなっていたに過ぎない。この
うち，政治①は，上述のように，あくまでも前
史において生成・展開されたのである。した
がって，形成期末の政治状況，すなわち 6つの
政治（政治①～⑥）は，全体として未だ十分な
内容を備えておらず，必ずしも相互に関連して
いなかった。
形成期において政府アジェンダを構成した問
題は，表 16の第 6行に示すように，⑥NPO法
と寄付税制の改正，⑦リーマン不況問題，⑧普
天間基地移転問題の 3つであった。

3．�実現期の分析（菅内閣発足から NPO法改
正法案と新寄付税制法案の成立まで　

2010.6～2011.6）
実現期は，最終局面で東日本大震災の発生と
いう先行き不透明な時期は存在したが，各参加
者が「NPO法と寄付税制の改正」のゴールに
向けてひた走った時期である。この実現期の分
析結果は表 17に要約される。以下表 17につい
て説明する。
1）参加者
実現期の政府（内閣・省庁）の主要な参加者
は，⑦民主党内閣，②財務省，⑧新政府税制調
査会，⑨内閣府，⑪菅直人首相，⑫逢坂誠二総
務大臣政務官の 6つであった。
参加者⑦（民主党内閣）は，2010年 6月初
めの鳩山首相の退任後，菅直人首相によって継
承され，2011年 6月の実現期の終了後も継続
した。
参加者②（財務省）は，2011年度の税制改
正大綱を策定するとともに，2011年度予算関
連法案を作成した。
参加者⑧（新政府税制調査会）は，形成期同
様，実現期においても主要な参加者であった。

表 17　実現期の分析結果
（菅内閣発足から NPO法改正法案と新寄付税制法案の成立まで　2010.6～2011.6）

参加者

政府（内閣・省庁） ⑦民主党内閣，②財務省，⑧新政府税制調査会，⑨内閣府，⑪菅直人首相，⑫逢坂誠二総務大臣政務官

議員・国会 ③民主党，④自民党税制調査会，⑤NPO議員連盟，⑬衆議院法制局，⑭再結成された NPO議員連盟

市民団体 ⑥連絡会を中心とする NW

政策アクティビスト ①加藤紘一議員，⑤辻元清美議員，②松原明（シーズ）

政策形成の場 ④再発足した市民公益税制 PT，⑤「新しい公共」推進会議，⑥「新しい公共」調査会，⑦NPO議員連盟・
衆議院法制局等の協議の場，⑧国会（衆議院・参議院）

政府アジェンダ ⑥NPO法と寄付税制の改正，⑨消費増税問題，⑩尖閣諸島問題，⑪TPP問題，⑫東日本大震災復興問題，
⑬脱原発問題

問題の流れ

アジェンダ NPO法および寄付税制改正（問題①～④）

問題 ⑤東日本大震災復興に関わる NPOへの支援

問題の窓 ③東日本大震災の発生

政策の流れ

政策状況 政策状況（政策案①～⑪）

政策案

⑫NPO法人会計基準，⑬市民公益税制 PT最終報告，⑭閣議決定「2011年度税制改正の要綱」，⑮国会提出
された 2011年度政府予算関連法案，⑯NPO議員連盟による NPO税制部分「分割して審議」の表明，⑰知事
会・都・岸本・辻元 4者の協議，⑱NPO法改正案の骨子案，⑲震災税特例法案成立，⑳NPO法改正案の概要，
㉑NPO法改正案国会提出の各党内手続き完了，㉒NPO法改正法案，㉓新寄付税制法案

政治の流れ

政治の窓 ③参院選での民主党大敗，④NPO議員連盟による菅首相への「寄付税制は閣法／NPO法は議員立法」との
直談判

政治

⑦連絡会による内閣府への要望書提出，⑧連絡会による全国地域学習会開催，⑨国会ねじれ状況，⑩NPO議
員連盟の再結成，⑪「寄付税制は閣法／NPO法は議員立法」の管轄確定，⑫知事会での都による緊急提案，
⑬連絡会による 2・15緊急院内集会開催，⑭震災前の解散が囁かれる国会／震災後の解散が囁かれ会期末が
迫る国会，⑮連絡会による 5・25緊急院内集会

政治状況 政治状況（政治①～⑥）

問題・政策・政治の結び付き〈政策の決定・正
当化〉

アジェンダ（問題①～⑤）・政策状況（政策案①～㉓）・政治状況（①～⑮）が，相互に結び付いて 1つのパッ
ケージを構成している
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新政府税制調査会は，2010年 10月，2011年度
税制改正の議論を本格化した。その際「NPO

法と寄付税制の改正」に関しては，新政府税制
調査会のもとに設けられた市民公益税制 PTに
おいて検討が進められた。
参加者⑨（内閣府）は，2011年 1月から 5

月末にかけて，NPO議員連盟役員や衆議院法
制局などとともに，NPO法の改正案を作成し
た。
参加者⑪（菅直人首相）は，2010年 6月，

首相に就任した。しかし菅首相の気持ちは，鳩
山首相が情熱を注いだ「新しい公共」や地域主
権改革から，消費税と TPPに傾いていった。
菅内閣は 2011年の 9月まで存続した。
参加者⑫（逢坂誠二総務大臣政務官）は，菅
第 1次・2次改造内閣の総務大臣政務官であっ
た。彼は，再開された市民公益税制 PTのメン
バーとして，市民公益税制 PTの最終報告書の
作成に参加するとともに，NPO法改正案作成
の「NPO議員連盟・衆議院法制局等の協議の
場」にも参加した。
実現期の議員・国会の主要な参加者は，③民
主党，④自民党税制調査会，⑤NPO議員連盟，
⑬衆議院法制局，⑭再結成された NPO議員連
盟の 5つであった。
参加者③（民主党）は，自民党・公明党・共
産党・社民党・みんなの党・国民新党・たちあ
がれ日本，とともに，2011年 6月，NPO法改
正法案と新寄付税制法案を，衆議院本会議と参
議院本会議において可決・成立させた。
参加者④（自民党税制調査会）は，鳩山内閣
のもとではほとんど影響力を持たなくなってい
た。しかし菅内閣のもとでねじれ国会が出現す
ると，再び税制改正に対して影響力を行使する
ようになった。
参加者⑤（NPO議員連盟）は，1999年 8月
に発足した超党派の国会議員からなる議員連盟
である。上述のように，2001年 3月の認定
NPO法人制度創設を強力に推進した。さらに
NPO議員連盟は，2003年以降の認定 NPO法

人制度の改正を議員立法で実現するなど，国会
における NPOのカウンターパートとして活動
してきた。NPO議員連盟は，民主党内閣のも
との 2009年 11月以降，活動を休止していた
が，2010年 6月，NPO法改正に向けて再始動
した。最終的に 2010年 12月，NPO議員連盟
は発展的に再結成された。
参加者⑬（衆議院法制局）は，2011年 1月
から 5月末にかけて，NPO議員連盟役員や内
閣府などとともに，NPO法改正案を作成した。
参加者⑭（再結成された NPO議員連盟）は，

2010年 12月，総理官邸において菅首相に面会
し「税制改正は政府がやらざるをえないけど，
それと連動する NPO法の改正は，政府から切
り離して超党派の議員連盟でやらしてほしい」
旨を伝え，「いいですよ」との了解を取った。
この菅首相への直談判による了解の獲得を契機
に，再結成された NPO議員連盟は，加藤紘一
議員を中心にして NPO法の改正を積極的に進
めた。
実現期の市民団体の主要な参加者は，⑥連絡
会を中心とする NWのみであった。
参加者⑥（連絡会を中心とする NW）は，

実現期において，「NPO法と寄付税制の改正」
に向けて積極的なロビー活動を展開した。
2）政策アクティビスト
実現期の政策アクティビストは，前史と形成
期でも政策アクティビストであった松原明
（シーズ），再登場した加藤紘一 NPO議員連盟
共同代表，新たに加わった辻元清美議員の 3名
である。

1人目の政策アクティビストである松原明
は，実現期においても参加者⑥（連絡会を中心
とする NW）のロビー活動を主導した。

2人目の政策アクティビストである加藤紘一
議員は，1999年 8月設立以来の NPO議員連盟
会長であり，2010年 12月再結成された NPO

議員連盟の共同代表であった。
3人目の政策アクティビストである辻元清美
議員は，上述の 1998年と 2001年の NPO法成
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立，および，その後の 8年間にわたる 7回の
NPO法人認定制度改正において，議員・国会
の代表の 1人として積極的に活動してきた。辻
元議員は「NPO法と寄付税制の改正」を超党
派の NPO議員連盟で進めることにした理由を
次のように述べている。
「この時の意図は，民主党政権で「新しい公
共」を提唱し，円卓会議や推進会議ができて，
民主党主導で法改正をしようとしていたわけで
すよ。そうすると，どうしても民主党の手柄に
したいというような意見もあったわけです。私
としては，今まで加藤紘一議員たちと一緒に
やってきたし，今回も自民党も含めた超党派で
やりたかった。
また，その当時，社民党が政権から離脱し，

民主党が参院選で敗北し，「ねじれ国会」に
なってしまっていたわけです。このため NPO

法と寄付税制は，自民・公明の協力がないと成
立しないわけですよ。他方，自民・公明は，
NPO法と寄付税制を「新しい公共」を進めて
いる民主党の手柄にすることを非常に警戒して
いた。そこで，自民・公明の警戒を解くととも
に，自民・公明の手柄にしてもいいぐらいに考
えた 206）。そこで私は，NPO議員連盟の加藤紘
一会長に相談に行きました。（中略）加藤さん
と相談した結果，この議員連盟が中心となって
超党派の動きをつくり，NPO法と寄付税制の
改正を実現しようということになりました 207）」。
3）政策形成の場
実現期の主要な場は，④再発足した市民公益
税制 PT，⑤「新しい公共」推進会議，⑥「新
しい公共」調査会，⑦ NPO議員連盟・衆議院
法制局等の協議の場，⑧国会（衆議院・参議
院）の 5つであった。
政策形成の場④（再発足した市民公益税制

PT）において，2010年 12月，最終報告書が
発表された。この最終報告書は，2010年 1月

以来の市民公益税制 PT議論の最終的な成果で
あった。
政策形成の場⑤（「新しい公共」推進会議）
は，2010年 6月に「新しい公共」宣言をまと
めた「新しい公共」円卓会議の後継組織であ
り，内閣官房に設置された。首相をはじめ内閣
官房長官や内閣府「新しい公共」担当大臣ら政
府関係者も会議に出席した。メンバーは NPO

関係者を中心にした 20名であり，座長は，円
卓会議と同様，金子郁容慶応義塾大学教授で
あった。
政策形成の場⑥（「新しい公共」調査会）は，

2010年 9月，民主党に設置された。鳩山由紀
夫前首相が会長に，松井孝治議員が会長代行に
それぞれ就任し，「新しい公共」に関する検討
を行った。「新しい公共」調査会は，2010年 11

月，「市民公益税制に係る重点事項」をまとめ，
論点となっていた項目について 8つの方向性を
示した。これにより，市民公益税制はその実現
に向けて弾みを付けた。
政策形成の場⑦（NPO議員連盟・衆議院法
制局等の協議の場）は，改正 NPO法案の骨子
が固められた場であった。法案の骨子づくりで
一貫して中心になったのは，辻元清美議員と岸
本周平議員であった。補佐したのは，NPO法
設立時にもかかわった衆議院法制局の橘幸信で
あった。2011年 3月 11日の東日本大震災の発
生直前に行われた会合において，法律案の骨子
がまとめられた。
政策形成の場⑧（国会（衆議院・参議院））
は，第 177回通常国会である。この場で，政策
案㉒（NPO法改正法案）と政策案㉓（新寄付
税制法案）が成立した。
4）問題の流れ
実現期の終盤に問題の窓③（東日本大震災の
発生）が開くことを契機に，問題⑤（東日本大
震災復興に関わる NPOへの支援）が認識・定
義され，問題⑤が問題の流れの中に投げ込まれ
た。この問題⑤は，開いた問題の窓③を通っ
て，政策の流れの中に入り浮遊した。以下問題

206︶ 辻元清美への筆者らの聴取調査（2016/12/1）。
207︶ 辻元（2012），55頁。
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⑤について説明する。
問題⑤（東日本大震災復興に関わる NPOへ
の支援）は，2011年 3月 11日の東日本大震災
の発生に起因する問題である。多数のさまざま
な NPOが被災地で復興のために非常に大きな
役割を果たしていた。しかし，多くの NPOの
運営状況は厳しいものであった。こうした状況
を受けて，各政党は，東日本大震災の復興に向
けた提言をまとめ政府に提出した。民主・自
民・公明・社民の各党は寄付税制拡充を提言
し，みんなの党等は NPO・NGOやボランティ
アの活動促進を提唱した。また各党と政府は，
各党・政府震災対策合同会議（実務者会合）を
2011年 3月 19日からほぼ毎日開催し，刻々と
変化する被災地の状況に合わせて支援策を議論
した。この問題⑤（東日本大震災復興に関わる
NPOへの支援）は，3つの状況把握手段のう
ちの衝撃的出来事，すなわち「東日本大震災で
活躍する NPOの苦境」によって認識・定義さ
れた。
実現期の初めのアジェンダは，アジェンダ

（問題①～④）と表記された。実現期に上述の
問題⑤（東日本大震災復興に関わる NPOへの
支援）が新たに認識・定義され，最終的に実現
期末のアジェンダは，アジェンダ（問題①～
⑤）となった。
5）政策の流れ
実現期において，政策の流れの岸にいるさま
ざまな参加者は，政策案⑫～政策案㉓の生成・
特定化を行い，これら全部で 12の政策案を政
策の流れの中に投げ込み浮遊させた。生成・特
定化された政策案は次の通りである。すなわ
ち，⑫NPO法人会計基準，⑬市民公益税制 PT

最終報告，⑭閣議決定「2011年度税制改正の
要綱」，⑮国会提出された 2011年度政府予算関
連法案，⑯NPO議員連盟による NPO税制部
分「分割して審議」の表明，⑰知事会・都・岸
本・辻元 4者の協議，⑱NPO法改正案の骨子
案，⑲震災税特例法案成立，⑳NPO法改正案
の概要，㉑NPO法改正案国会提出の各党内手

続き完了，㉒NPO法改正案，㉓新寄付税制法
案である。以下 12の政策案を説明する。
政策案⑫（NPO法人会計基準）は，2010年

7月，民間が主体となり市民参加型で策定され
た日本初の会計基準である。シーズは NPO法
人会計基準の策定に際して事務局を担った。こ
の NPO法人会計基準は改正 NPO法において
採用された。
政策案⑬（市民公益税制 PT最終報告書）は，
再発足した新しい市民公益税制 PTによって，
2010年 12月に取りまとめられた。
政策案⑭（閣議決定「2011年度税制改正の
要綱」）は，2010年 12月に公表され，認定 NPO

法人制度と寄付税制の抜本改正が盛り込まれて
いた。
政策案⑮（国会提出された 2011年度政府予

算関連法案）は，国税分の改正法案である「所
得税法等の一部を改正する法律案」（1月 25日，
国会提出）と地方税分の改正法案である「地方
税法等の一部を改正する法律案」（1月 28日，
国会提出）からなっていた。
政策案⑯（NPO議員連盟による NPO税制
部分「分割して審議」の表明）は，2011年 2

月に行われた。分割して審議すれば，政府予算
関連法案に反対している自民党等の賛成も得ら
れることが期待されていた。
政策案⑰（知事会・都・岸本・辻元 4者の協
議）は，2011年 3月に行われた。協議は，全
国知事会による「NPO法人新認定制度の協議
に係る要請」を受けたものであった。
政策案⑱（NPO法改正案の骨子案）は，

2011年 3月に衆議院法制局によって作成され
た。この骨子案の場合，2011年度税制改正大
綱に盛り込まれた認定事務の地方移管や「仮認
定制度」の導入などは，従来のような租税特別
措置法の改正案の中ではなく，NPO法の改正
案の中に含められていた。
政策案⑲（震災税特例法案成立）は，2011

年 4月 27日に実現した。この特例措置には，
①所得税の震災関連寄付金に関する控除上限額
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倍増，②認定 NPO法人と中央共同募金会への
活動支援金寄付に対する税額控除方式（寄付金
額の 40％，所得税額の 25％上限）の先行導入，
③被災者支援を行う認定 NPO法人への寄付金
を指定寄付金に指定することなどが含まれてい
た。
政策案⑳（NPO法改正案の概要）は，2011

年 5月 25日の連絡会による緊急院内集会にお
いて，NPO議員連盟から初めて公表された。
政策案㉑（NPO法改正案国会提出の各党内
手続き完了）は，2011年 5月 31日であった。
第 177通常国会の会期末である 6月 22日が迫
り，NPO議員連盟の議員は，各党の党内手続
きを極めて迅速に行い，NPO改正法案の国会
提出に向けた環境を整えた。
政策案㉒（NPO法改正法案）は，2011年 6

月 15日，全会一致で可決され，2012年 4月 1

日から施行された。
政策案㉓（新寄付税制法案）は，会期末の

2011年 6月 22日に賛成多数で可決され成立し
た。国税分の改正法案である「税整備法案」は
2011年 6月から，地方税分の改正法案である
「税整備地法案」は 12年 1月から，それぞれ施
行された。
最終的に，実現期末の政策状況は，前史に生
成・特定化された政策案①～政策案⑥，形成期
に生成・特定化された政策案⑦～政策案⑪，お
よび上述の実現期に生成・特定化された政策案
⑫～政策案㉓からなり，政策状況（政策案①～
㉓）となった。
6）政治の流れ
実現期において，政治の窓③（参院選での民
主党大敗）が開いた。この政治の窓③が開いた
ことを契機に，政治⑨（国会ねじれ状況）が生
成・展開され，政治⑨が政治の流れの中に投げ
込まれた。この投げ込まれた政治⑨は，開いた
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。以下政治⑨について説明する。
政治⑨（国会ねじれ状況）は，2010年 7月，

民主党が第 22回参議院選挙で大敗した結果生

じた。参議院選挙直前に鳩山首相と小沢幹事長
が辞任し，民主党の支持率は一時的に回復し
た。しかし消費増税が，菅首相の「消費税
10％」発言によって争点化した結果，国民新党
も含めた与党の議席は，過半数を割り込んだ。
国会は，衆参各院で多数派が異なるねじれ状況
に陥り，以後，民主党の政権運営は厳しいもの
になった。この国会のねじれ状況により，上述
のように，自民党税制調査会は復権し，予算編
成に影響力を行使するようになった。この政治
⑨（国会ねじれ状況）は，4つの政治のうちの
「政府関係者の交替」に対応する。
さらに実現期において，政治の窓④（NPO

議員連盟による菅首相への「寄付税制は閣法／
NPO法は議員立法」との直談判）が開いた。
この政治の窓④が開いたことを契機に，政治⑪
（「寄付税制は閣法／NPO法は議員立法」の管
轄確定）の生成・展開がなされ，政治⑪が政治
の流れの中に投げ込まれた。この政治⑪は，開
いた政治の窓④を通って，政策の流れの中に入
り浮遊した。以下政治⑪について説明する。

2010年 12月，NPO議員連盟共同代表の加
藤紘一議員，幹事長の辻元清美議員，事務局長
の中谷元議員の 3名は，総理官邸において菅首
相に面会した。
「彼らは「税制改正は政府がやらざるをえな
いけど，それと連動する NPO法の改正は，政
府から切り離して超党派の議員連盟でやらして
ほしい」旨を伝え，菅首相から「いいですよ」
との了解を取ったのである 208）」。
この菅首相への直談判による了解の獲得を契
機に，NPO議員連盟は，加藤紘一議員を中心
にしてNPO法の改正を積極的に進めていった。
この政治⑪（「寄付税制は閣法／NPO法は議員
立法」の管轄確定）は，4つの政治のうちの
「政府内部の管轄争い」に対応する。
加えて，実現期において決定的に重要であっ

208︶ 辻元清美への筆者らによる聴取調査（2016/12/ 
1）。
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たのは，7つの政治の生成・展開がなされ，政
治の流れの中に投げ込まれたことである。7つ
の政治は，⑦連絡会による内閣府への要望書提
出，⑧連絡会による全国地域学習会開催，⑩
NPO議員連盟の再結成，⑫知事会での都によ
る緊急提案，⑬連絡会による 2・15緊急院内集
会開催，⑭震災前の解散が囁かれる国会／震災
後の会期末が迫る国会，⑮連絡会による 5・25

緊急院内集会，であった。これら投げ込まれた
7つの政治は，開いている政治の窓③（参院選
での民主党大敗）もしくは政治の窓④（NPO

議員連盟による菅首相への「寄付税制は閣法／
NPO法は議員立法」との直談判）を通って，
政策の流れの中に入り浮遊していた。
このうち政治⑦，⑧，⑩，⑫，⑬，⑮の 6つ

は，4つの政治のうちの「利益集団の活動」に
対応する。他方，政治⑭は「政府関係者の交
替」に対応する。以下これら 7つの政治につい
て説明する。
政治⑦（連絡会による内閣府への要望書提
出）は，2010年 6月に行われた。要望書には，
市民公益税制 PT中間報告で提示された「NPO

法と寄付税制の改正」の実現を中心に，年末調
整での寄付金控除適用，認定 NPO法人の情報
公開強化，実績判定期間の特例本則化などが盛
り込まれていた。
政治⑧（連絡会による全国地域学習会開催）
は，2010年 6月末から 7月末にかけて，全国
9ヶ所で行われた。地域学習会では，政府の動
きや NPO側の運動についての報告，および地
域の NPO関係者との意見交換が行われた。
政治⑩（NPO議員連盟の再結成）は，2010

年 12月，超党派の国会議員によって行われた。
再結成された NPO議員連盟は，「NPO法と寄
付税制の改正」を推進する中核的参加者として
積極的に行動した。
政治⑫（知事会での都による緊急提案）は，

2010年 12月に行われた。緊急提案の内容は，
国税庁から都道府県への認定事務の移管を含む
法改正に反対するものであった。

政治⑬（連絡会による 2・15緊急院内集会開
催）は，2011年 2月に行われた。この時期，
第 177回通常国会がスタートし，「NPO法と寄
付税制の改正」が国会で実現するかどうかは極
めて不透明な状況であった。
政治⑭（震災前の解散が囁かれる国会／震災
後の解散が囁かれ会期末が迫る国会）は，次の
状況を指している。2011年 1月の国会の代表
質問で，谷垣禎一自民党総裁は衆議院の早期解
散を要求し，菅首相は拒否した。2011年 3月
に発生した東日本大震災により，民主党と自民
党は一時的な休戦状態に入った。しかし，この
震災への対応や 4月の統一地方選挙での民主党
の敗北等で，菅内閣退陣の要求が会期末の 6月
に向けて，民主党内さらには野党からも行われ
るようになった。このように 2011年 1月の初
めから 6月末までの国会は，絶えず解散の可能
性を秘めていた。
政治⑮（連絡会による 5・25緊急院内集会開
催）は，2011年 5月に行われた。5月中旬にな
ると，第 177通常国会は延長されず，6月 22

日で閉会する可能性が高くなってきていた。こ
の時点で「NPO法と寄付税制の改正」は実現
しておらず，開会中の国会での法案成立はまさ
に瀬戸際を迎えていたからである。
実現期の初めの政治状況は，政治状況（政治
①～⑥）と表記された。上述のように，実現期
には 2回の政治の窓の開放を契機として生成・
展開された政治⑨と政治⑪，および，これらと
は独立に生成・展開された政治⑦，⑧，⑩，
⑫，⑬，⑭，⑮の 7つの計 9つの政治が追加さ
れた。したがって実現期末の政治状況は，政治
状況（政治①～⑮）となった。
7）3つの結び付き
実現期末に政策の流れの中で浮遊していたア
ジェンダ（問題①～⑤），政策状況（政策案①
～㉓），政治状況（政治①～⑮）の 3つは，政
策アクティビストによって相互に結び付けら
れ，1つのパッケージを構成した。その結果，
NPO法改正法案と新寄付税制法案は国会で成
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立した，すなわち，政策が正式に決定・正当化
されたのである。以下，実現期末のアジェン
ダ，政策状況，政治状況の内容について説明す
る。
第 1のアジェンダは，問題①（民間非営利活
動の促進），問題②（多数の NPO法人／少な
い認定 NPO法人の解消），問題③（「新しい公
共」の実現），問題④（地域主権改革の推進），
問題⑤（東日本大震災復興に関わる NPOへの
支援）の 5つからなっていた。このうち，問題
⑤は実現期に新たに認識・定義され「NPO法
と寄付税制の改正」を推進するための重要な問
題となった。したがって，実現期末のアジェン
ダ，すなわち 5つの問題（問題①～⑤）は，全
体として十分な内容を備えるとともに相互に関
連し統合されていた。
第 2の政策状況は，前史，形成期，実現期に

おいて生成・特定された全部で 23の政策案か
らなっていた。このうち，特に実現期において
生成・特定化された政策案㉒（NPO法改正法
案）と政策案㉓（新寄付税制法案）は，後述す
るように，いずれも存続規準を満たす政策案で
あった（表 27）。したがって，実現期末の政策
状況，すなわち 23の政策案（政策案①～㉓）
は，全体として十分な内容を備えるとともに相
互に関連し統合されていた。
第 3の政治状況は，前史，形成期，実現期に
おいて生成・展開された全部で 15の政治から
なっていた。これら 15の政治はそれぞれ，キ
ングダンが上げた 4つの政治に次のように対応
していた（表 29）。政治①（自民党内閣の存
続），政治④（民主党内閣の存続），政治⑥（普
天間問題での社民党連立離脱），政治⑨（国会
ねじれ状況），政治⑭（震災前の解散が囁かれ
る国会／震災後の解散が囁かれ会期末が迫る国
会）の 5つは「政府関係者の交替」に対応す
る。政治⑪（「寄付税制は閣法／NPO法は議員
立法」の管轄確定）は「政府内部の管轄争い」
に対応する。政治②（シーズ＆連絡会による政
府・政党への NPO法と税制改正の要望），政

治③（NPO議員連盟＆各党 NPO委員会によ
る政府への NPO法と税制改正の要望），政治
⑤（連絡会による政府・政党への NPO法と税
制改正の要望），政治⑦（連絡会による内閣府
への要望書提出），政治⑧（連絡会による全国
地域学習会開催），政治⑩（NPO議員連盟の再
結成），政治⑫（知事会での都による緊急提案），
政治⑬（連絡会による 2・15緊急院内集会開
催），政治⑮（連絡会による 5・25緊急院内集
会）の 9つは，「利益集団の活動」に対応する。
したがって，実現期末の政治状況，すなわち
15の政治（政治①～⑮）は，全体として十分
な内容を備えるとともに相互に関連し統合され
ていた。
実現期において政府アジェンダを構成した問
題は，表 17の第 6行に示すように，⑥NPO法
と寄付税制の改正，⑨消費増税問題，⑩尖閣諸
島問題，⑪ TPP問題，⑫東日本大震災復興問
題，⑬脱原発問題の 6つであった。

Ⅵ　発見事実と命題

本節では，Ⅳ節の公益法人制度改革とⅤ節の
「NPO法と寄付税制の改正」の 2事例の暫定的
分析結果を，次のように整理する。
（1） 公益法人制度改革の各期の分析結果であ

る上掲の表 8（前史），表 9（形成期），
表 10（実現期）の 3つを集約した全 3

期の表 18を提示する。
（2） 「NPO法と寄付税制の改正」の各期の分

析結果である上掲の表 11（前史），表 16

（形成期），表 17（実現期）の 3つを集
約した全 3期の表 19を提示する。

（3） 表 18と表 19にもとづいて，全 3期にお
ける参加者の行動および，行動間の相互
関係を分析する。

（4）�（3）の分析結果より，新・政策の窓モデ
ルの各要素に関して全部で 20の発見事
実を析出する。

（5）�20の発見事実から 8つのステートメン
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トを導出する。8つのステートメントは，
2事例の発見事実から導出されたという
意味で，「命題」もしくは「仮説命題」
とよぶことにする。

なお以下では，公益法人制度改革は「事例
1」，「NPO法と寄付税制の改正」は「事例 2」
と略記される。

表 18　公益法人制度改革の年代記分析の結果
橋本内閣発足から閣議決定「公益法人
制度の抜本的改革に向けた取組みにつ
いて」まで（前史 1996.1～2002.3）

閣議決定「取組みについて」から閣議
決定「基本方針」まで（形成期　
2002.4～2003.6）

閣議決定「基本方針」から公益法人制
度改革関連 3法案と新公益法人税制法
案 の 成 立 ま で（ 実 現 期　2003.7～
2008.4）

参加者

①財務省，②法務省，③橋本内閣，④
小渕内閣，⑤森内閣，⑥行政改革推進
事務局，⑦小泉内閣，⑧石原伸晃行革
担当相，⑨自社さ行政改革 PT，⑩自
民党行政改革推進本部，⑪公益法人協
会

⑥行政改革推進事務局，⑦小泉内閣，
⑧石原伸晃行革担当相，⑩自民党行政
改革推進本部，⑪公益法人協会，⑫政
府税制調査会，⑬内閣府（国民生活局），
⑭NPO議員連盟，⑮連絡会を中心と
する NW

①財務省，⑥行政改革推進事務局，⑦
小泉内閣，⑩自民党行政改革推進本部，
⑪公益法人協会，⑫政府税制調査会，
⑮連絡会を中心とする NW，⑯金子義
一行革担当相，⑰村上誠一郎行革担当
相，⑱福原義春有識者会議座長，⑲福
田内閣，⑳石弘光政府税制調査会会長，
㉑出口正之政府税制調査会委員，㉒原
山保人内閣府審議官，㉓民間法制・税
制調査会，㉔公益法人制度改革問題連
絡会

政策アクティビスト ①橋本龍太郎首相 ②堀田力（さわやか財団） ③佐藤慎一（財務省主税局）

政策形成の場

①有識者懇談会，②政府税調・非営利
法人課税WG，③太田・松原・堀田 3
者会合

④関係府省連絡協議会，⑤政府税制調
査会・基礎問題小委員会，⑥有識者会
議（非営利法人WG），⑦政府税制調
査会・基礎問題小委員会・非営利法人
課税WG合同会議，⑧国会（衆議院・
参議院）

政府アジェンダ

①小選挙区比例代表並立制選挙，②行
政改革（省庁再編），③沖縄米軍基地
問題，④金融危機（山一・拓銀等），
⑤自社さ連立政権から自民党連立政権
へ，⑥公益法人制度改革

⑥公益法人制度改革，⑦拉致被害者帰
国問題，⑧不良債権処理問題，⑨道路
公団民営化問題

⑥公益法人制度改革，⑩自衛隊イラク
派遣問題，⑪郵政民営化問題，⑫自民・
民主大連立問題，⑬規制緩和問題，

問題の流れ

アジェンダ 公益法人制度改革 公益法人制度改革（問題①～②） 公益法人制度改革（問題①～②）

問題 ①公益法人ガバナンスの透明化，②行
政改革のための公益法人制度改革

③民間非営利活動の促進

問題の窓 ①KSD事件，②行政改革大綱の閣議決
定

③政府税制調査会「わが国経済社会の
構造変化の『実像』について」の公表

政策の流れ

政策状況 政策状況（政策案①～⑧） 政策状況（政策案①～⑫）

政策案

①行政監察／指導監督の実施報告，②
与党行政改革 PT「公益法人の運営等
に関する提言」，③閣議決定「公益法
人の設立許及び指導監督基準」，④
NPO法の立法，⑤行政改革推進事務
局の設置，⑥橋本大臣による国所管法
人の点検指示，⑦中間法人法の立法，
⑧閣議決定「公益法人制度の抜本的改
革に向けた取組みについて」

⑨有識者ヒアリングにもとづく「論点
整理」，⑩有識者懇談会の議事概要，
⑪政府税調・非営利法人WGの議論，
⑫閣議決定「公益法人制度の抜本的改
革に関する基本方針」

⑬民間法制・税制調査会の最終報告書，
⑭有識者会議の最終報告書，⑮閣議決
定「新行革大綱（公益法人制度改革の
基本的枠組み）」，⑯政府税制調査会・
基礎問題小委員会・非営利法人課税
WG合同会議の報告書「新たな非営利
法人に関する課税及び寄付金税制の基
本的考え方」，⑰公益法人制度改革関
連 3法案，⑱閣議決定「2008年度税制
改正の要綱」，⑲新公益法人税制法案

政治の流れ

政治の窓

①小泉内閣の発足 ②政府税調・非営利法人課税WGでの
財務省・堀田力の対立，③政府主導の
公益法人制度改革への NPOセクター
の懸念

④民間法制・税制調査会の発足

政治

①小泉内閣の存続 ②NPOセクターによる制度改革反対
運動の展開，③NPO議員連盟・シー
ズによる「公益法人制度改革からの
NPO法人の切り離し」方針の決定，
④自民党行革推進本部の政府税制調査
会・非営利法人課税WGへの「NPO
法人の制度改革からの切り離し」の申
し入れ

⑤民間法制・税制調査会の提言活動，
⑥公益法人制度改革問題連絡会による
世論喚起

政治状況 政治状況（政治①） 政治状況（政治①～④）

問題・政策・政治の結び付き〈政策
の決定・正当化〉

アジェンダ（問題①～②）・政策状況（政
策案①～⑧）・政治状況（政治①）の 3
つが，相互に全く結び付いていない

アジェンダ（問題①～②）・政策状況（政
策案①～⑫）・政治状況（政治①～④）
が，相互に結び付いていない

アジェンダ（問題①～③）・政策状況（政
策案①～⑲）・政治状況（政治①～⑥）
が，相互に結び付いて 1つのパッケー
ジを構成している
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1．参加者
【発見事実 1】
継続的な参加者と一時的な参加者が混在し
た。
〔 1〕事例 1
事例 1の主要な参加者は，自民党内閣，自社

さ行政改革 PT，行政改革推進事務局，自民党
行政改革推進本部，財務省，小泉内閣，政府税
制調査会，公益法人協会，「連絡会を中心とす
る NW」であった。このうち，行政改革推進
事務局，財務省，公益法人協会の 3者は，政策
形成の全史を通じて一貫して関与した。他方，

表 19　「NPO法と寄付税制の改正」の年代記分析の結果
NPO法成立から鳩山内閣発足前まで
（前史　1998.3～2009.8）

鳩山内閣発足から「新しい公共」宣言
公表まで（形成期 2009.9～2010.6）

菅内閣発足から NPO法改正法案と新
寄付税制法案の成立まで（実現期
2010.6～2011.6）

参加者

①自民党内閣，②財務省，③民主党，
④自民党税制調査会，⑤NPO議員連
盟，⑥連絡会を中心とする NW

⑦民主党内閣，②財務省，③民主党，
④自民党税制調査会，⑤NPO議員連
盟，⑥連絡会を中心とする NW，⑧新
政府税制調査会，⑨内閣府，⑩文部科
学省

⑦民主党内閣，②財務省，③民主党，
④自民党税制調査会，⑤NPO議員連
盟，⑥連絡会を中心とする NW，⑧新
政府税制調査会，⑨内閣府，⑪菅直人
首相，⑫逢坂誠二政務官，⑬衆議院法
制局，⑭再結成された NPO議員連盟

政策アクティビスト ①加藤紘一議員，②松原明（シーズ） ③鳩山由起夫首相，④松井孝治議員，
②松原明（シーズ）

①加藤紘一議員，⑤辻元清美議員，②
松原明（シーズ）

政策形成の場

①地域主権戦略会議，②「新しい公共」
円卓会議，③市民公益税制 PT

④再発足した市民公益税制 PT，⑤「新
しい公共」推進会議，⑥「新しい公共」
調査会，⑦NPO議員連盟・衆議院法
制局等の協議の場，⑧国会（衆議院・
参議院）

政府アジェンダ

①公益法人制度改革，②自衛隊イラク
派遣問題，③郵政民営化問題，④自民・
民主大連立問題，⑤規制緩和問題，⑥
NPO法と寄付税制の改正

⑥NPO法と寄付税制の改正，⑦リー
マン不況問題，⑧普天間基地移転問題

⑥NPO法と寄付税制の改正，⑨消費
増税問題，⑩尖閣諸島問題，⑪TPP
問題，⑫東日本大震災復興問題，⑬脱
原発問題

問題の流れ

アジェンダ NPO法と寄付税制の改正 NPO法と寄付税制の改正（問題①～
②）

NPO法と寄付税制の改正（問題①～
④）

問題
①民間非営利活動の促進，②多数の
NPO法人／少ない認定 NPO法人の解
消

③「新しい公共」の実現，④地域主権
改革の推進

⑤東日本大震災復興に関わる NPOへ
の支援

問題の窓 ①NPO法成立 ②「新しい公共」の提唱 ③東日本大震災の発生

政策の流れ

政策状況 政策状況（政策案①～⑥） 政策状況（政策案①～⑪）

政策案

①認定 NPO法人制度第 1回改正，②
認定 NPO法人制度第 2回改正，③認
定 NPO法人制度第 3回改正，④認定
NPO法人制度第 4回改正，⑤認定
NPO法人制度第 5回改正，⑥認定
NPO法人制度第 6回改正

⑦閣議決定「2010年度税制改正の要
綱」，⑧深まる財務省の税額控除への
理解，⑨ 7回目の NPO法人認定制度
改正，⑩市民公益税制 PTの中間報告，
⑪「新しい公共」宣言

⑫NPO法人会計基準，⑬市民公益税
制 PT最終報告，⑭閣議決定「2011年
度税制改正の要綱」，⑮国会提出され
た 2011年度政府予算関連法案，⑯
NPO議員連盟による NPO税制部分
「分割して審議」の表明，⑰知事会・都・
岸本・辻元 4者の協議，⑱NPO法改
正案の骨子案，⑲震災税特例法案成立，
⑳NPO法改正案の概要，㉑NPO法改
正案国会提出の各党内手続き完了，㉒
NPO法改正法案，㉓新寄付税制法案

政治の流れ

政治の窓

①自民党政権への復帰 ②鳩山内閣の発足 ③参院選での民主党大敗，④NPO議
員連盟による菅首相への「寄付税制は
閣法／NPO法は議員立法」との直談
判

政治

①自民党内閣の存続，②シーズ＆連絡
会による政府・政党への NPO法と税
制改正の要望，③NPO議員連盟＆各
党 NPO委員会による政府への NPO
法と税制改正の要望

④民主党内閣の存続，⑤連絡会による
政府・政党への NPO法と寄付税制改
正の要望，⑥普天間移設問題での社民
党連立離脱

⑦連絡会による内閣府への要望書提
出，⑧連絡会による全国地域学習会開
催，⑨国会ねじれ状況，⑩NPO議員
連盟の再結成，⑪「寄付税制は閣法／
NPO法は議員立法」の管轄確定，⑫
知事会での都による緊急提案，⑬連絡
会による 2・15緊急院内集会開催，⑭
震災前の解散が囁かれる国会／震災後
の解散が囁かれ会期末が迫る国会，⑮
連絡会による 5・25緊急院内集会

政治状況 政治状況（政治①～③） 政治状況（政治①～⑥）

問題・政策・政治の結び付き〈政策
の決定・正当化〉

アジェンダ（問題①～②）・政策状況（政
策案①～⑥）・政治状況（政治①～③）
が，相互に結び付いていない

アジェンダ（問題①～④）・政策状況（政
策案①～⑪）・政治状況（政治①～⑥）
が，相互に結び付いていない

アジェンダ（問題①～⑤）・政策状況（政
策案①～㉓）・政治状況（①～⑮）が，
相互に結び付いて 1つのパッケージを
構成している
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小泉内閣は前史の終盤に登場し形成期と実現期
の途中まで，「連絡会を中心とする NW」は形
成期と実現期に，それぞれ関与した。3名の政
策アクティビストに関しては，橋本龍太郎は前
史のみに，堀田力はもっぱら形成期に，佐藤慎
一は実現期のみに，それぞれ精力的に行動し
た。
〔 2〕事例 2
事例 2の主要な参加者は，自民党内閣，財務
省，自民党税制調査会，「連絡会を中心とする
NW」，民主党内閣，新政府税制調査会，衆議
院法制局，再結成された NPO議員連盟，全国
知事会であった。このうち，財務省と「連絡会
を中心とする NW」の 2者は，政策形成の全
史を通じて一貫して関与した。他方，自民党内
閣は前史のみに，民主党内閣と新政府税制調査
会の 2者は，形成期に登場し実現期まで精力的
に関与した。NPO議員連盟（再結成を含む）
は前史に登場し，形成期はほとんど活動せず，
実現期に精力的に関与した。5名の政策アク
ティビストに関しては，松原明は政策形成の全
史を通じて一貫して関与した。他方，加藤紘一
は前史と実現期に，鳩山由紀夫と松井孝治は形
成期と実現期に，辻元清美はもっぱら実現期
に，それぞれ精力的に行動した。
以上の 2事例が示すように，参加者は継続的
な参加者と一時的な参加者に区分される。継続
的な参加者は，政策形成の全史を通じて一貫し
て関与する参加者である。他方，一時的な参加
者には，次の 3つのタイプが存在する。第 1の
タイプは，政策形成の前史から関与するもの
の，政策形成の途中で退出する参加者である。
第 2のタイプは，政策形成の中途で関与し，そ
の後退出する参加者である。第 3のタイプは，
政策形成の中途で関与し，その後政策形成の実
現まで関わる参加者である。政策が形成される
ためには，継続的な参加者の活動だけでは十分
ではない。一時的な参加者は，継続的な参加者
が展開しない活動を展開するのである 209）。

【発見事実 2】
政府，議員・国会，市民団体からなる複数の
有力な参加者集団が，政策形成を先導した。
〔 1〕事例 1
図 6は事例 1の協働を示したものである。こ
れによれば，自民党税制調査会と財務省（政府
税制調査会を含む）は全史を通じて協働した。
行政改革推進事務局と自民党行政改革推進本部
も全史を通じて協働した。小泉内閣は，形成期
と実現期において，この行政改革推進事務局と
自民党行政改革推進本部の協働に参加した。公
益法人協会（堀田力）と「連絡会を中心とする
NW」は，形成期と実現期において協働した。
〔 2〕事例 2
図 7は事例 2の協働を示したものである。こ
れによれば，自民党税制調査会と財務省は前史
において協働した。なお自民党税制調査会は，
形成期の鳩山内閣期には一時的にパワーを失っ
た。しかし菅内閣期に国会でねじれ現象が発生
した以降は，前史と同様のパワーを回復した。
「連絡会を中心とする NW」と NPO議員連盟
も前史において協働した。財務省，鳩山内閣，
「連絡会を中心とする NW」の 3者は，形成期
において協働した。財務省，菅内閣，「連絡会
を中心とする NW」，NPO議員連盟の 4者は実
現期において協働した。
以上の 2事例が示すように，複数の有力な参
加者集団が，政策形成を先導している。有力な
参加者集団は，政府，議員・国会，市民団体の
うちの同じ種類の参加者間，あるいは異なる種
類の参加者間を超えて形成される。これら参加
者集団は，類似の政策信念をもった参加者との
協働を模索し，資源を共有し，相補的な政策形
成活動を展開する 210）。

209︶ 小島・平本（2011）, pp.305-306。
210︶ 政策信念（policy beliefs）とは，諸価値の優先

順位付け，重要な因果関係および環境認知，政
策手段の有効性についての認識を指している。
Sabatier （1988）, Sabatier ＆ Jenkins-Smith 
（1993）, Sabatier ＆ Weible （2014）.
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【発見事実 3】
参加者間の信頼は，個人的な信頼を出発点と
して形成・維持された。
〔 1〕事例 1
事例 1の実現期における財務省主税局と内閣

官房の行政改革推進事務局の参加者間の信頼
は，個人的な信頼を出発点として形成され維持
された。財務省主税局の担当者は，政策アク
ティビストの佐藤慎一税制二課長であった。他
方，内閣官房の行政改革推進事務局の担当者
は，松田隆利事務局長と横田信孝参事官であっ

た。この点に関して，佐藤は次のように述べて
いる。
「私は，2000年から 2001年まで総務省の行
政管理局に出向・在籍していました。松田隆利
と横田信孝は，その時の上司と部下だったんで
す。松田が僕の上司で，横田が部下だった。私
が財務省主税局税制二課長になった 2004年 7

月，松田と横田のコンビが，偶然にも総務省行
政管理局から内閣官房の行政改革推進事務局に
出向していました。そこで，彼ら 2人とかなり
綿密な話をしました。これがおそらく一番大き

図 6　参加者集団（事例 1）

自民党税制調査会

前史 形成期 実現期

財務省

鳩山内閣

菅内閣

ＮＰＯ議員連盟

連絡会を中心とするＮＷ

図 7　参加者集団（事例 2）
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なポイントだと思います。すなわち，要は（内
閣官房の行政改革推進事務局において）きちっ
と公益法人制度の改革案をつくることについ
て，松田（事務局長）と横田（参事官）は完全
にコミットしてくれました。そのかわり，こち
ら（財務省主税局税制二課）は，それ（公益法
人制度の改革案）ができたら，佐藤の税制二課
長在任中に，間違いなく公益法人税制はちゃん
とやりますという，事実上の約束をしていまし
た。ですから，松田と横田が 2004年の年末に
公益法人制度の最終的な改革案をまとめました
ので，それを踏まえて，翌年（2005年）の国
会の予算が成立した直後に，政府税制調査会で
（公益法人税制を）一気にやり遂げようという
日程を頭に組み立て，実際にやりました 211）。
（2004年 7月，主税局税制二）課長になった
際の私のアイディアは，（2005年の）年明けに
やることでした。（2004年の）秋の段階，すな
わち（内閣官房の行政改革推進事務局の）彼ら
が 12月にまとめるまでの最終形を想定して，
（主税局税制二課の）中では，かなり議論を積
み重ねていましたので，12月，彼らがまとめ
たときには（公益法人税制の改革の）方向をも
う決めていたんです。それから，ちょっと熟成
期間を置いた（2005年の）4月か 5月に政府税
調を動かしました。この間は，表向きは予算委
員会が国会であり，あまり議論をかき回さない
という暗黙のルールがあるので，政府税調を動
かさなかった。この間に政府税調の委員に相談
したり，説明したり，ご意見をいただいたりす
る，いわば我々の言葉でいう根回し期間という
か，熟成期間としてやった。（2年前の 2003年
1月～3月頃の政府税調における）混乱があっ
たから，雨降って地固まるという感じかなとい
うのはありました 212）」。
〔 2〕事例 2
事例 2の実現期における NPO議員連盟と

シーズ・連絡会の参加者間の信頼は，個人的な

信頼を出発点として形成され維持された。
NPO議員連盟の中心メンンバーは，政策アク
ティビストの辻元清美議員であった。他方，
シーズ・連絡会の中心メンバーは，同じく政策
アクティビストの松原明であった。辻元議員と
松原は，上述の NPO法の制定と認定 NPO法
人制度の 7回の改正を協力して推進した。この
経験により，辻元議員と松原の間には個人的信
頼が存在した。2010年の 11月から 12月にか
けて，この 2人が，NPO議員連盟の再結成を
水面下で働きかけるとともに 213），再結成され
た NPO議員連盟とシーズ・連絡会を結び付け
た。
辻元議員はこの準備のために，加藤紘一議員
と江田五月議員に面会した。
「（11月 11日の）夕方，自民党の加藤紘一元
幹事長と，民主党の江田五月元参議院議長との
面談。市民公益税制の議論が政府でも進んでい
ることを受けて，こうした課題は超党派で取り
組んでいかねばと，NPO議員連盟の再構築に
ついて意見交換 214）。
（他方，松原は）12月 1日を目指して，もう

1回，議連の名簿とか趣意書を作り直して。
……名簿がどこ行ったのか分からなかったの
が，自民党の事務局の人が持っていたんで，そ
れを回収してもらって。最後の設立趣意書はう
ちにあったから，それを取り出して，それにプ
ラスして書き換えて，新設立趣意書を作って，
再結成会をやったのは 12月 1日。なぜ 12月 1

日にやったのかっていうと，NPO法（施行）
の 12周年っていうのがあったけど，完全にこ
の通常国会で，議連で NPO法改正をやるため
に，このメンバーを構築した 215）。（そして，こ
の再結成されたNPO議員連盟の総会において）

211︶,212︶ 佐藤慎一への筆者らの聴取調査（2019/2/12）。

213︶ 原田（2016），pp.116-127，松原明への原田に
よる聴取調査（2011/8/8），松原明への筆者ら
による聴取調査（2013/1/23）。

214︶ 辻元清美活動ブログ（2010/11/11）。
215︶ 松原明への原田による聴取調査（2011/8/8），

原田（2016），p.124。
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松原は配布資料にもとづいて，NPO法・税制
改正の要望を行った。特に NPO法改正につい
ては，12月 1日付でまとめた連絡会の改正要
望書を提出し，法改正の必要性を訴えた 216）」。
以上の 2事例が示すように，組織間関係 217）

は，組織である参加者の間に過去に全く個人的
な繋がりや信頼がないところから始まるわけで
は決してない。むしろ，政策アクティビストや
組織のリーダー同士が友人あるいは知り合い
で，個人的な信頼 218）や相互理解を前提にして
スタートする場合が一般的である 219）。こうし
た個人的な繋がりや信頼からスタートした政策
形成活動においては，双方の組織の成員は親密
に協力し，さらに信頼を深めることができる。
特に政策アクティビストや組織のリーダーは，
（1）当該政策に関する知識を学習したり創造し
たりする，（2）組織の代表として他の組織と政
策に関する交渉を行うなど，境界連結者
（boundary spanner）としての役割を果たす 220）。
このような個人的な信頼さらには組織間の信頼
が存在する場合には，他の組織のもつ知識を相
互に学習するとともに，新たな知識を創造する
ことが容易になる。
【発見事実 4】
「目立つ参加者」がアジェンダの設定に，「目
立たない参加者」が政策案の生成・特定化に関
与した。
〔 1〕事例 1
「目立つ参加者」は，自民党行政改革推進本
部と小泉内閣の 2つである。このうち自民党行

政改革推進本部は，政策案の設定・特定化に影
響を及ぼした。小泉内閣は，アジェンダの設定
と政策案の生成・特定化のいずれにも影響を及
ぼさなかった。他方，「目立たない参加者」は，
行政改革推進事務局，財務省，政府税制調査
会，公益法人協会，「連絡会を中心とする
NW」の 5つであり，いずれも政策案の生成・
特定化に影響を及ぼした。

3名の政策アクティビストは，前史，形成期，
実現期に，それぞれ全く独立に政策形成を先導
した。このうち前史の「目立つ参加者」の橋本
龍太郎はアジェンダの設定に，形成期の「目立
たない参加者」の堀田力と実現期の「目立たな
い参加者」の佐藤慎一は，政策案の生成・特定
化にそれぞれ大きな影響を及ぼした。
〔 2〕事例 2
「目立つ参加者」は，自民党内閣，民主党内
閣，自民党税制調査会，NPO議員連盟，再結
成された NPO議員連盟の 5つである。このう
ち民主党内閣は，アジェンダの設定に影響を及
ぼした。残りの 4つの参加者は，政策案の生
成・特定化に大きな影響を及ぼした。他方，
「目立たない参加者」は，財務省，新政府税制
調査会，衆議院法制局，「連絡会を中心とする
NW」，全国知事会の 5つでり，いずれも政策
案の生成・特定化に影響を及ぼした。

5名の政策アクティビストは，大きく 2つの
グループに分かれて政策形成を先導した。「目
立つ参加者」の鳩山由紀夫首相と松井孝治議員
の 2名のグループは，形成期と実現期におい
て，アジェンダの設定と政策案の生成・特定化
に大きな影響を及ぼした。「目立つ参加者」の
加藤紘一議員と辻元清美議員，および「目立た
ない参加者」の松原明の 3名のグループは，前
史，形成期，実現期を通じて政策案の生成・特
定化，さらには実現期により多くの参加者を巻
き込み，政策の決定・正当化に大きな影響を及
ぼした。
以上の 2事例が示すように，参加者は「目立
つ参加者」と「目立たない参加者」からなって

216︶ NPOWEB（2010/12/3）。
217︶ 「組織間関係」とは，組織と組織との間の関係

であり，組織間関係論はこの組織間関係を分析
対象とする。

218︶ 「信頼」の概念整理に関しては，山岸（1998），
pp.31-53。

219︶ 中小企業等における組織間信頼は，組織の個人
と個人の信頼に強く依存している。Howorth 
et al. （2004）, Zaheer ＆ Harris （2005）.

220︶ 「境界連結者」に関しては，Pfeffer ＆ Salancik
（1978）.
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いる。「目立つ参加者」はメディアと国民の注
目を受けつつ，アジェンダの設定に影響を及ぼ
す。「目立たない参加者」はメディアと国民の
注目を受けることなく，政策案の生成・特定化
に影響を及ぼす。言うまでもなく，これらの区
別はあくまで傾向であり，厳格で絶対的なもの
ではない。たとえば，事例 1の「目立つ参加
者」である小泉内閣は，アジェンダの設定と政
策案の生成・特定化のいずれにも影響を及ぼさ
なかった。他方，事例 2の「目立つ参加者」で
ある鳩山由紀夫首相と松井孝治議員は，上述の
ように，アジェンダの設定だけでなく政策案の
生成・特定化にも影響を及ぼした 221）。
参加者に関して，①継続的な参加者と一時的
参加者の混在，②複数の有力な参加者集団によ
る政策形成の先導，③個人的な信頼を出発点と
する組織間関係，④「目立つ参加者」と「目立
たない参加者」の役割分担，の 4つの事実が発
見された。これら 4つの事実が示すのは，参加
者によって，①政策の実現（政策の正式な決
定・正当化）によって彼ら自身が充足したいと
考えている誘因，②政策の実現のために必要で
あるにもかかわらず彼ら自身が保有していない
資源の 2つが異なる点である 222）。したがって，

命題 1が導出される。
【命題 1】
参加者は，政策の実現に必要な資源を獲得す
るために，組織間関係を展開する。
表 20は，事例 1と事例 2における 8つの主

要な参加者に関して，①政策の実現によって彼
ら自身が充足したいと考えている誘因と②彼ら
自身がもっている資源を示したものである。①
の誘因としては，第 2列に示されるように，た
とえば，財務省の「税制改革への献身」，小泉
内閣／鳩山内閣／菅内閣の「政治的成果の実
現」・「次の選挙での勝利」，連絡会を中心とす
る NWの「市民社会への献身」があげられる。
②の資源としては，第 3列に示されるように，
たとえば，財務省の「税に関する制度や税率の
変更に関する有利な立場」・「予算編成の際の有
利な立場」，連絡会を中心とする NWの「国政
選挙の結果に影響を及ぼす能力」・「団結力」，
NPO議員連盟の「国会の立法権」・「NPOや内
閣府との緊密な関係」等があげられる。参加者
は，政策を実現するために必要な資源を獲得す
べく，当該資源を保有している他の組織との関
係，すなわち組織間関係を展開する。

表 20　事例 1と事例 2における主要な参加者の誘因と資源
参加者 誘　因 資　源

（1）自民党税制調査会 ①税制改革への献身 ①税に関する制度や税率の変更の全てを実質上決定可能な立場

（2）財務省（政府税制調査会） ①税制改革への献身
①税に関する制度や税率の変更に際しての有利な立場，②予算編成の際の有利な
立場，③専門的知識，④利益集団や議員との緊密な関係，⑤政権や大臣よりも長
期在職

（3）行政改革推進事務局 ①行政改革への献身 ①利益集団や議員との緊密な関係，②専門的知識，③長期在職

（4）自民党行政改革推進本部 ①行政改革への献身
①自民党総裁の直属機関としての有利な立場，②行政改革に関する情報・キャリ
ア官僚や有権者の情報等を組合わせることが可能な立場，③政権や大臣よりも長
い任期

（5）小泉内閣／鳩山内閣／菅内閣 ①政治的成果の実現，
②次の選挙での勝利

①法律案の調整権限，②意思決定を調整する際の有利な立場，③人々の関心を集
めて議員や国会にアピールできる立場

（6）公益法人協会（堀田力） ①公益法人への献身 ①全国の公益法人に関する知識

（7）連絡会を中心とする NW ①市民社会への献身
①国政選挙の結果に影響を及ぼす能力（全国の選挙区に分散していること，メン
バーや支持者を動員する能力），②団結力（メンバー全員の選好を代表している
こと，政府に納得させられること）

（8）NPO議員連盟 ④市民社会への献身 ①国会の立法権，②NPOや内閣府との緊密な関係，③法案・政治状況・政府の
情報等を組合わせることが可能な立場，④団結力

221︶ Kingdon （2011）, p.69. 222︶ Kingdon ibid., pp.69-70.
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2．政策形成の場
【発見事実 5】
政府，議員・国会，市民団体の各参加者が関
わる複数の政策形成の場が設定された。
〔 1〕事例 1
表 21は事例 1の政策形成の場を示したもの

である。これによれば，形成期には次の 2つの
場が設けられた。場①（有識者懇談会）は，
「論点整理」公表後の 2002年 11月，行政改革
推進事務局によって設置された。場②（政府税
制調査会・非営利法人課税WG）は，2002年
11月，政府税制調査会が公益法人税制を審議
するために基礎問題小委員会に設けられた。こ
の場②おいて，政策アクティビストの堀田力
は，課税強化を主張する財務省主税局と激しく
対立した。場①と場②は，いずれも政府が関
わった場であり，密接に連結されていた。
場③（太田・松原・堀田 3者会合）は，場②

（政府税制調査会・非営利法人課税WG）にお
ける堀田と財務省主税局の対立を受けて，2002

年 12月，公益法人協会の太田が政策アクティ
ビストの松原と堀田に対して，公益法人制度改
革を非営利セクター全体の問題として取りあげ
るよう依頼した場であり，市民団体が関わった
場である。
実現期には政府が関わった 4つの場が設けら
れた。場④（関係府省連絡協議会）は，形成期
に極めて後退した内容の閣議決定（「取組みに

ついて」）に追い込まれた行政改革推進事務局
が，2003年 8月，総務省，法務省，財務省へ
のサポートを求めた場であった。
場⑥（有識者会議）は，2003年 11月，上述

の政策アクティビストの佐藤慎一との約束にも
とづいて，松田隆利行政改革推進事務局長と横
田信孝が設けた場であった。場⑥において，
2004年 12月の閣議決定「新行革大綱」の原案
となる最終報告書が作成された。
場⑤（政府税制調査会・基礎問題小委員会）

と場⑦（政府税制調査会・基礎問題小委員会・
非営利法人課税WG合同会議）は，上述の行
政改革推進事務局長の松田隆利との約束にもと
づいて，佐藤慎一が 2004年 6月の報告書「わ
が国経済社会の『実像』について」と 2005年
6月の報告書「新たな非営利法人に関する課税
及び寄付金税制についての基本的考え方」をそ
れぞれ生成・特定化した場であった。
同じく実現期には議員・国会が関わった 1つ
の場が存在した。場⑧（国会（衆議院・参議
院））は，議員が 2006年 5月の「公益法人制度
改革 3法案」と 2008年 4月の「新公益法人税
制法案」をそれぞれ決定・正当化するために活
用した場であった。
事例 1においては，これら 8つの政策形成の
場で，問題が認識・定義され，政策案が生成・
特定化され，政治が生成・展開され，最終的に
政策が決定・正当化された。
〔 2〕事例 2
表 22は事例 2の政策形成の場を示したもの

である。これによれば，形成期には次の 3つの
場がいずれも政府が関わることによって設けら
れた。場①（地域主権戦略会議）は，2009年
12月，政策アクティビストの鳩山由紀夫によっ
て内閣府に設置された。鳩山首相は会議の議長
を務め，政策アクティビストの松井孝治はメン
バーとして参加した。後掲の発見事実 6に関し
て述べるように，「地域主権改革の推進」は，
「民間非営利活動の促進」と密接に関連した問
題である。場②（「新しい公共」円卓会議）は，

表 21　政策形成の場と設定・活用した参加者（事例 1）
期 場 政府 議員・国会 市民団体

形成期

①有識者懇談会 ○

②政府税調・非営利法人課
税WG

○

③太田・松原・堀田 3者会
合 ○

実現期

④関係府省連絡協議会 ○

⑤政府税制調査会・基礎問
題小委員会 ○

⑥有識者会議（非営利法人
WG） ○

⑦政府税制調査会・基礎問
題小委員会・非営利法人課
税WG合同会議

○

⑧国会（衆議院・参議院） ○
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2010年 1月，内閣府に設置された。メンバー
は鳩山首相，菅直人副総理，松井孝治等であ
り，「新しい公共」宣言が 2010年 6月に公表さ
れた。場③（市民公益税制 PT）は，2010年 1

月，新政府税制調査会のもとに設置された。市
民公益税制 PTの目的は，「新しい公共」円卓
会議と連携しつつ，寄付税制や公益活動を担う
法人（NPO法人や公益法人など）の税制を専
門的・総合的観点から検討することであった。
参加メンバーは，「新しい公共」円卓会議のメ
ンバーでもある松井孝治等であり，全員が国会
議員であった。総務省が事務局を担当した。
実現期には政府が関わって次の 2つの場が設
けられた。場④（再発足した市民公益税制 PT）
は，2010年 10月，再発足し，同年 12月，こ
の場において，最終報告書が発表された。場⑤
（「新しい公共」推進会議）は，「新しい公共」
円卓会議の後継組織であり，内閣官房に設置さ
れた。
同じ実現期に議員・国会が関わって次の 3つ

の場が設けられた。場⑥（「新しい公共」調査
会）は，2010年 9月，民主党に設置された。
鳩山由紀夫前首相が会長に，松井孝治議員が会
長代行にそれぞれ就任し，「新しい公共」に関
する検討が行われた。場⑦（NPO議員連盟・
衆議院法制局等の協議の場）は，2011年 3月，
改正NPO法案の骨子が固められた場であった。
参加メンバーは，政策アクティビストの辻元清
美議員，岸本周平議員，衆議院法制局の橘幸信
等であった。場⑧（国会（衆議院・参議院））

は，議員が 2011年 6月の「NPO法改正案」と
「新寄付税制法案」をそれぞれ決定・正当化す
るために活用した場である。
事例 2においては，これら 8つの政策形成の
場で，問題が認識・定義され，政策案が生成・
特定化され，政治が生成・展開され，最終的に
政策が決定・正当化された。
以上の 2事例が示すように，政府，議員・国
会，市民団体の各参加者は，いずれも自らのた
めに設けられた複数の政策形成の場に関わって
いる。これら政策形成の場は，形成期から実現
期へと進展するにつれて，政府や市民団体によ
る場から議員・国会による場へと遷移する。
【発見事実 6】
政策アクティビストは，複数の政策形成の場
を重層的に連結した。
〔 1〕事例 1
上掲の表 21は，上述のように，事例 1の政

策形成の場を示したものである。政策アクティ
ビストの堀田は，場②（政府税制調査会・非営
利法人課税WG）のメンバーであり，この場②
において財務省主税局と激しく対立した。上述
のように，場③（太田・松原・堀田 3者会合）
は，太田が松原と堀田に対して，公益法人制度
改革を非営利セクター全体の問題として取りあ
げるよう依頼した場である。したがって，場②
と場③は，政策アクティビストの堀田によって
連結されていた。
実現期の場⑥（有識者会議）は，上述のよう
に，松田と横田が設けた場であり，この場⑥に
おいて最終報告書が作成された。場⑦（政府税
制調査会・基礎問題小委員会・非営利法人課税
WG合同会議）は，佐藤が報告書「新たな非営
利法人に関する課税及び寄付金税制についての
基本的考え方」を生成・特定化した場であっ
た。したがって，場⑥と場⑦は，政策アクティ
ビストの佐藤によって連結されていた。
〔 2〕事例 2
上掲の表 22は，上述のように，事例 2の政

策形成の場を示したものである。これによれ

表 22　政策形成の場と設定・活用した参加者（事例 2）
期 場 政府 議員・国会 市民団体

形成期

①地域主権戦略会議 ○

②「新しい公共」円卓会議 ○

③市民公益税制 PT ○

実現期

④再発足した市民公益税制
PT

○

⑤「新しい公共」推進会議 ○

⑥「新しい公共」調査会 ○

⑦ NPO議員連盟・衆議院
法制局等の協議の場 ○

⑧国会（衆議院・参議院） ○
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ば，形成期の場①（地域主権戦略会議），場②
（「新しい公共」円卓会議），場③（市民公益税
制 PT）の 3つは，すべて 2人の政策アクティ
ビストである鳩山と松井によって政府に設けら
れ，彼ら 2人が議長もしくはメンバーとして参
加した場である。したがって，場①，場②，場
③は鳩山と松井によって連結されていた。
実現期の場④（再発足した市民公益税制 PT）
と場⑤（「新しい公共」推進会議）は，形式上
は菅首相によって，実質上は鳩山と松井によっ
て政府に設けられた場である。そして場⑥（「新
しい公共」調査会）は，上述のように，鳩山と
松井によって民主党に設けられた場である。し
たがって，場④，場⑤，場⑥は，鳩山と松井に
よって連結されていた。
以上の 2事例が示すように，政策アクティビ
ストは，自ら設定した場だけでなく，既に存在
する場を含む複数の場を重層的に連結する。そ
して連結された場において，特定の問題を他の
参加者に注目させたり，自らが得意とする政策
案をおし進めたり，当該政策の決定・正当化に
プラスの影響を及ぼす政治を生成・展開したり
するのである。
政策形成の場に関して，①複数の政策形成の
場の設定，②アクティビストによる複数の場の
重層的な連結の 2つの事実が発見された。これ
ら 2つの事実が示すのは，政策形成の場は参加
者によって共有された動的なコンテクストに
なっている点である。したがって，命題 2が導
出される。
【命題 2】
重層的に連結された政策形成の場は，参加者
によるコンテクストの共有を促進する。
政策形成の場は，政策形成のために特定の参
加者によって共有された動的なコンテクストで
ある。上述のように，政策アクティビストを含
む参加者は，さまざまな政策形成の場を設定・
活用する。政策形成の場では，たとえば，問題
が認識・定義される場合もあるだろうし，政策
案が生成・特定化される場合もあるだろうし，

政治が生成・展開される場合もあるだろう。政
策アクティビストを含む参加者による政策形成
が進展するためには，共有された動的なコンテ
ストとして場の設定・活用が不可欠なのであ
る 223）。
参加者は，政策形成活動が相互に関連する複
数の政策形成の場に重複して関わるとともに，
政策アクティビストがこれら複数の場を渡り歩
くことで，コンテクストの共有が一層促進され
る。このコンテクストの共有により，政策形
成，すなわち問題の認識・定義，政策案の生
成・特定化，政治の生成・展開が大きく進展
し，政策の実現可能性が高まる。

3．問題
【発見事実 7】
政策アクティビストが政策形成の契機となる
問題を認識・定義するとともに，参加者にその
問題を理解させた。
〔 1〕事例 1
事例 1の前史における政策アクティビストで
ある橋本龍太郎は，政策形成の契機となる問題
①（公益法人ガバナンスの透明化）と問題②
（行政改革のための公益法人制度改革）の 2つ
を認識・定義するととも，参加者に理解させ
た。
まず初めに，1996年 7月，橋本龍太郎首相
は，自らの内閣に提出された与党（自社さ）行
政改革 PTの「公益法人の運営に関する提言」
を自民党総裁直属の行政改革推進本部（1995

年 12月設置）に対して伝達したことは，具体
的証拠はないが，想像に難くない。
次に，2001年 1月 30日，橋本龍太郎は行革

担当大臣として，KSD事件で国民の公益法人
に対する不信感が一層高まるなかで「国所管の
公益法人の点検を内閣官房で行う」との方針を
固めた。橋本大臣は，閣僚懇談会（閣議の案件
終了後に引き続き開催され，閣僚の自由な意見

223︶ 小島（2003）, p.29，小島・平本（2011）, p.24。
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交換の場）において，各省大臣に対して所管の
公益法人について，次の 4つの観点から総点検
を行うよう要請した。4つの観点は，①民間企
業との競合性，②公共事業の遂行度合，③役員
の報酬・退職金，④委託・発注の公正性であ
る。内閣官房の行政改革推進事務局の公益法人
室は，所管違い（本来，総務省の所管と考えら
れた），および業務の煩雑等を橋本大臣に訴え
た。しかし橋本大臣には聞き入れられなかっ
た。結局，公益法人室は「国所管の公益法人の
点検」を担当することになった。
〔 2〕事例 2
事例 2の形成期において，政策アクティビス
トの鳩山由紀夫と同じく政策アクティビストの
松井孝治は，政策形成の契機となる問題③（「新
しい公共」の実現）を認識・定義するととも
に，この問題を参加者に理解させた。この問題
の認識・定義に関して，松井孝治は次のように
述べている。
「「新しい公共」のシンボルが何かを鳩山さん
と話していた（際，シンボル）は，「寄付税制
だと思いますよ」と。基本的に国や役所の仕事
は，人々から徴収した税金を配分することで，
配分権は政治家や官僚がもっているけど，陳情
政治や補助金政治が行き過ぎていると思うの
は，陳情した人が配分をもらえるというゲーム
になっている。（中略）それではないという形
として，僕がずっとやりたかったのは，寄付金
に対する税額控除をする。どこに資源を配分す
るかを官僚に委ねず，自分が引き金を引ける。
自分が 5万円を納めるから，政府にその分を
マッチングしてくれという制度をつくりたかっ
た。その対象を「新しい公共」の担い手にしよ
うじゃないかと 224）」。
鳩山は，この政策形成の契機となる認識・定
義された問題③（「新しい公共」の実現）を参
加者に理解させるために，次のような活動を展
開した。まず彼は，2009年 10月，第 173回通

常国会の所信表明演説のなかで「新しい公共」
の考え方を明確に示した。
また鳩山と松井は，問題③（「新しい公共」

の実現）を参加者に理解させるために，2001

年 1月，内閣府に「新しい公共」円卓会議と，
新政府税制調査会のもとに市民公益税制 PTの
2つの場を設定し，鳩山は「新しい公共」円卓
会議に，松井は市民公益税制 PTにそれぞれメ
ンバーとして出席し，参加者に問題③（「新し
い公共」の実現）を理解させた。
以上の 2事例が示すように，政策アクティビ
ストは，これまで経験してきた，あるいは現在
直面している特定の状況を不適切であると認識
する。その状況の不適切さが問題へと変換され
ることで，政策形成の契機となる具体的な問題
を認識・定義する。さらに，政策アクティビス
トは，自らが認識・定義した具体的な問題を他
の参加者に理解させ，納得させようとする。最
終的に多くの参加者が当該問題を理解し共有す
るようになる。
【発見事実 8】
アジェンダを構成するすべての問題は相互に
関連しており，いくつかの問題の相互関連性は
特に高かった。
〔 1〕事例 1
表 23は事例 1のアジェンダを示したもので

ある。これによれば，アジェンダである公益法
人制度改革に関連して，前史において問題①
（公益法人ガバナンスの透明化）が，政府と市
民団体（マスコミ等を含む）によって認識・定
義されるとともに，その解決が支持された。同
じく前史において問題②（行政改革のための公
益法人制度改革）が，政府によって認識・定義
されるとともに，その解決が支持された。最後

表 23　アジェンダ（事例 1）

期 問題 問題を認識・定義し，その解決
を支持した参加者

前史
①公益法人ガバナンスの透明化 政府，市民団体

②行政改革のための公益法人制
度改革 政府

実現期 ③民間非営利活動の促進 政府，議員・国会，市民団体224︶ 原田（2015）, p.5。
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の実現期において問題③（民間非営利活動の促
進）が，政府，議員・国会，市民団体のすべて
の参加者によって認識・定義されるとともに，
その解決が支持された。
図 8は，これら 3つの問題の重要性の大小お
よび相互関係を示したものである。なお，図 8

の問題の丸の大きさは重要性の大小を，問題間
の矢印の罫線の太さは結び付きの強弱を，それ
ぞれ表している（図 9についても同様）。これ
によれば，問題の重要性の大小に関しては，問
題③（民間非営利活動の促進）が最も大きく，
問題②（公益法人ガバナンスの透明化）は中程
度で，問題②（行政改革のための公益法人制度
改革）は最も小さい。
問題の相互関係に関しては，問題①（公益法
人ガバナンスの透明化）は，問題③（民間非営
利活動の促進）の下位問題であり，これら 2つ
の問題は密接に結び付いている。他方，問題②
（行政改革のための公益法人制度改革）は，問
題①（公益法人ガバナンスの透明化）および問
題③（民間非営利活動の促進）とは間接的には
関連しているが，直接的には関連していない。
〔 2〕事例 2
表 24は事例 2のアジェンダを示したもので

ある。これによれば，アジェンダである「NPO

法と寄付税制の改正」に関連して，前史におい

て，問題①（民間非営利活動の促進）が，政
府，議員・国会，市民団体のすべての参加者に
よって，問題②（多数の NPO法人／少ない認
定 NPO法人の解消）が，市民団体によってそ
れぞれ認識・定義されるとともに，その解決が
支持された。
次の形成期において，問題③（「新しい公共」
の実現）と問題④（地域主権改革の推進）が，
いずれも政府によって認識・定義されるととも
に，その解決が支持された。さらに実現期にお
いて，問題⑤（東日本大震災復興に関わる
NPOへの支援）が，政府，議員・国会，市民
団体のすべての参加者によって認識・定義され
るとともに，その解決が支持された。
図 9は，これら 5つの問題の重要性の大小お
よび相互関係を示したものである。これによれ
ば，問題の重要性の大小に関しては，問題①
（民間非営利活動の促進），問題③（「新しい公
共」の実現），問題④（地域主権改革の推進）
の 3つはいずれも大きく，問題②（多数の
NPO法人／少数の認定法人の解消）と問題⑤
（東日本大震災復興に関わる NPOへの支援）
の 2つは小さい。
問題の相互関係に関しては，問題①（民間非
営利活動の促進）と問題③（「新しい公共」の
実現）は，相互に密接に結び付いた問題であ
る。問題④（地域主権改革の推進）は，問題①
（民間非営利活動の促進），問題②（多数の

NPO法人／少数の認定 NPO法人の解消），問
題 3（「新しい公共」の実現），問題⑤（東日本
大震災復興に関わる NPOへの支援）とは，一

図 8　3つの問題の重要性の大小と結び付きの強弱（事例 1）

表 24　アジェンダ（事例 2）

期 問題 問題を認識・定義し，その解決
を支持した参加者

前史
①民間非営利活動の促進 政府，議員・国会，市民団体

②多数の NPO法人／少ない認
定 NPO法人の解消 市民団体

形成期
③「新しい公共」の実現 政府

④地域主権改革の推進 政府

実現期 ⑤東日本大震災復興に関わる
NPOへの支援 政府，議員・国会，市民団体
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見結び付いていないようにみえる。しかし，橘
が指摘するように，間接的に結び付いているの
である 225）。問題②（多数の NPO法人／少数
の認定 NPO法人の解消）と問題②（東日本大
震災復興に関わる NPOへの支援）は，いずれ
も問題①（民間非営利活動の促進）の下位問題
であり，これら 3つの問題は密接に結び付いて
いる。

以上の 2事例が示すように，アジェンダを構
成する各問題は，まず，政府，議員・国会，市
民団体，政策アクティビスト等の参加者によっ
て認識・定義される。同時に各問題は，認識・
定義した政府，議員・国会，市民団体，政策ア
クティビストの参加者だけでなく，他の参加者
をも含む多くの参加者によってその解決が支持
される。その解決が多くの参加者によって支持
される際には，重要性の大きいいくつかの問題
の相互関連性は特に高いことが多い。
問題に関して，①アクティビストによる問題
の認識・定義と理解の促進，②アジェンダを構
成する複数の問題の相互関連性の高さの 2つの
事実が発見された。これら 2つの事実が示すの
は，複数の問題（アジェンダ）が全体として十
分な内容を備えるとともに相互に関連し統合さ
れ，それら問題の解決が多くの参加者によって
支持される必要がある点である 226）。したがっ
て，命題 3が導出される。
【命題 3】
複数の問題が，全体として十分な内容を備え

①民間非営利活動の促進

③「新しい公共」の実現 ④地域主権改革の推進

②多数のNPO
法人／少ない
認定NPO法人

の解消

⑤大震災復興
NPOへの支援

図 9　5つの問題の重要性の大小と結び付きの強弱（事例 2）

225︶ 橘は，NPO 法の成立と地方分権の推進に関し
て次のように述べている。「第 145 回国会で，
いわゆる『地方分権推進一括法』が成立・公布
され（1999 年 7 月），機関委任事務の廃止や地
方公共団体への関与の法定主義，権限委譲な
ど，明治以来の『中央集権体制』が抜本的に変
わることになりました。この NPO 法は，まさ
しくこの地方分権の『さきがけ』的法律でも
あったわけで，そのことは，①都道府県知事の
団体委任事務（2000 年からは自治事務）とし
て構成したこと，②施行規則を条例で定めるこ
ととしたことなどに現れています。特に，後者
②の点は，地方分権の『精神』を自治体担当者
に認識していただくのに，かなり効果があった
ようです。（中略）このような意味で，NPO 法
の運用は，『地方分権の学校』ともなっている
ようです」。橘（2002），p.32。 226︶ Kingdon （2011）, pp.69-70.
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るとともに相互に関連し統合されており，それ
らの解決が多くの参加者によって支持される場
合，政策形成は進展する。
問題は認識・定義されるだけでは不十分であ
り，できるだけ多くの参加者によって，その解
決が支持されなければならない。したがって，
このような問題のリストであるアジェンダの分
析に際しては，次の 3点が明らかにされなけれ
ばならない。
（1）アジェンダ（たとえば，公益法人制度改
革／「NPO法と寄付税制の改正」）を構成する
それぞれの問題は，どのような参加者によっ
て，どの程度その解決が支持されているのか。
（2）複数の問題は，全体として十分な内容を
備えていないかあるいは相互に結び付いておら
ず，アジェンダは，当該政策の少数の参加者に
よってのみその解決が支持されているに過ぎな
いのか。
（3）複数の問題は，全体として十分な内容を
備えるとともに相互に関連し統合されており，
アジェンダは，当該政策の多くの参加者によっ
てその解決が支持されているのか。
このうち（3）の場合，アジェンダは実現期

において多くの参加者によって共有される可能
性が高い。

4．政策案
【発見事実 9】
特定の政策案が，前史において融和された。

〔 1〕事例 1
事例 1の場合，融和された政策案のアウト
プットは，1996年 7月に橋本龍太郎内閣に提
出された与党（自社さ）行政改革 PTの「公益
法人等の運営に関する提言」である。与党行政
改革 PTは，公益法人問題を公務員改革と特殊
法人改革の先にあるものとして捉えていた。
この PTの提言は，行政改革と規制改革を進
めて行く上で，公益法人問題は避けて通れない
問題であるとし，以下の 4つの課題を指摘し
た。具体的には，①法律によって行政の代行機

能を果たすべく指定された法人が的確に業務を
行っていない。②法律の指定がないにもかかわ
らず，不明瞭な検査・検定・資格付与を行って
いる法人がある。③営利事業を行いながら税制
の恩典を受けている法人がある。④多くの業界
団体が公益法人になっている。
次に，提言はこうした課題を解決するため
に，公益法人行政全般にわたる対策を求めると
ともに，以下の 2つの中長期的な検討課題を指
摘した。すなわち，①民法の見直しを開始し，
準則主義による非営利法人の設立・廃止を可能
にすることも含めて検討する。②公益法人に対
する法人課税・資産課税等，税制のあり方につ
いて見直しを開始するとともに，特に法人税に
ついては原則課税とし，非課税優遇対象を列挙
する制度にすることも含め検討する。
この与党行政改革 PTの提言のなかで指摘さ
れた 2つの中長期的な検討課題は，2008年 4

月に実現した公益法人制度改革の端緒となり，
その内容は画期的なものであった。
政策アクティビストの橋本龍太郎は，この自
らの内閣に提示された画期的な内容の与党（自
社さ）行革 PTの「公益法人等の運営に関する
提言」を，事実上自らが設置した自民党総裁の
直属機関である自民党行政改革推進本部に対し
ては公表時に，内閣官房行政改革推進事務局に
対しては事務局発足時に，それぞれ検討させ
「融和」させたことは，具体的証拠はないが，
想像に難くない。
〔 2〕事例 2
事例 2の場合，長い融和を経験する政策案の

プロセスは，前史の 8年半にわたる第 1回から
第 6回までの認定NPO法人制度の改正である。
シーズの松原明は，認定 NPO法人制度のこ
れら 6回の改正，第 7回改正（2010年 4月）
および第 8回改正（2011年 6月）に関して，
次のように述べている。
「もう 8回ですよね。毎年ちょっとずつそれ
が効いてきて，今の段階になったら，少しずつ
「がばっと」効く内容になって，もう選択肢が
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一杯になった。8回改正したお蔭で，あれもで
きるこれもできる。ちょっと計算はややこしい
ですけど，使い方は多様だし内容も豊富だし，
税額控除もできたし，みなし寄付金も厚みがで
きた。税率を 40％と 2000円まで下げるのも，
これも何回も改正したおかげだ。だから積み重
ね（が大事だ）。PSTだけは絶対外さない。今
でも外していない。3000円×100人という形に
変えたのは，アメリカと日本では税制の構成が
異なり，（従来の PST基準では）事業型の
NPOは救えないからだ。この PSTは，特に認
定 NPO法人制度の肝中の肝なので，絶対何が
あろうと外す気はない 227）」。
以上の 2事例が示すように，政策アクティビ
ストは，政策案をめぐる議論を開始し，自らの
得意な政策案を多くの異なった政策形成の場で
推し進める。その際彼らは，①政策変化に抵抗
しがちな政策コミュニティに対する「融和」，
②新しいアイディアに慣れさせたい一般大衆に
対する「融和」，の双方を試みる。この長い融
和のプロセスが政策形成システムには不可欠で
ある 228）。長い融和のプロセスを確保するため
には，特定の政策案が前史の早い時期に生成・
特定化される必要がある。
【発見事実 10】
政策形成の進展とともに，新たな政策案が追
加・洗練された。
〔 1〕事例 1
表 25は，事例 1の場合の主要な 9つの政策
案のアウトプットを示したものである。これに
よれば，これら政策案の内容は，①準則主義
（登記）による非営利法人の設立，②非営利法
人の課税内容に区分される。
まず①の準則主義（登記）による非営利法人
の設立に関しては，1番目の与党行政改革 PT

の「提言」において言及されて以来，残りの 8

つの政策案全てに継承された。また「今回の公

益法人改革からNPO法人は対象とせず切離す」
ことが，6番目の有識者会議最終報告書におい
て初めて明示された。これを契機に「NPO法
人の切り離し」は，7番目の閣議決定「新行革
大綱」／公益法人制度改革関連 3法案，8番目
の政府税調「基本的考え方」，9番目の 2008年
度税制改正大綱／新公益法人税制案の全ての政
策案に継承された。
次に②の「非営利法人の課税」に関しては，

1番目の与党行政改革 PTの「提言」において，
法人税の原則課税および非課税優遇対象の列挙
の制度が示された。これらの内容は，2番目の
政府税調・非営利法人WG財務省案に継承さ
れた。この 2番目の政策案に対しては，3番目
の政府税調・非営利法人WG堀田力案におい
て「非営利法人原則非課税」という全く対立す
る内容が示された。こうした経緯から 4番目の
閣議決定「基本方針」においては，非営利法人
の課税は全く白紙の状態に戻った。

6番目の有識者会議報告書において，初めて
「公益を有する非営利法人は民間有識者委員会
が判断する」という方針が含められた（なお，
6番目の有識者会議報告書とほぼ同時期に生成
された 5番目の民間法制・税制調査委員会報告
書においても，同趣旨の言及がなされた）。こ
の方針は，7番目の閣議決定「新行革大綱」／
公益法人制度改革関連 3法案，8番目の政府税
調「基本的考え方」，9番目の 2008年度税制改
正大綱／新公益法人税制法案に継承された。8

番目の政府税調「基本的考え方」と 9番目の
2008年税制改正大綱／新公益法人税制法案に
おいては，公益法人・非営利型法人・一般社団
法人の法人別の課税の詳細が示された（表
32）。加えて，9番目の 2008年税制改正大綱／
新公益法人税制法案においては，地方税法の改
正内容が含められた。
以上のように政策形成が進展するにつれて，
新たな政策案が追加・洗練された。このように
参加者とりわけ政策アクティビストによって複
数の政策案が追加・洗練されることで，最終的

227︶ 松原明への筆者らによる聴取調査（2013/1/23）。
228︶ Kingdon （2011）, pp.127-131.
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に決定・正当化された「公益法人制度改革関連
3法案」と「新公益法人税制法案」の適用範囲
が拡大されると同時に，さまざまな政策案の内
容が統合された。
〔 2〕事例 2
表 26は，事例 2の場合の主要な 7つの政策
案のアウトプットを示したものである。これに
よれば，これら政策案の内容は，①寄付税制
（認定 NPO法人制度を含む）の改正，②NPO

法人制度の改正に区分される。
まず①の「寄付税制（認定 NPO法人制度を

含む）の改正」に関しては，1番目の市民公益
税制 PT中間報告において，税額控除の導入，
新 PST（絶対値基準）の導入，条例個別指定制
度の創設，仮認定制度の導入，認定機関の地方
移管，みなし寄付金制度の拡充の 6つが提示さ
れた。2番目の市民公益税制 PT報告において，

上記の 6つに監督規定の整備，根拠法の移行の
2つが追加された。3番目の 2011年度税制改正
大綱において，上記の 8つに特定寄付信託制度
の導入が追加された。4番目の税制改正法案に
おいて，上述の税額控除の導入，新 PST（絶対
値基準）の導入，特定寄付信託制度の導入，条
例個別指定制度の創設の 4つが繰り返し言及さ
れた。6番目の NPO法改正要綱案において，4

番目の税制改正法案で言及された以外の 6つの
内容が含まれた。2011年 6月に最終的に決定・
正当化された「NPO法改正法案」と「新寄付
税制法案」においては，税額控除の導入，新
PST（絶対値基準）の導入，特定寄付信託制度
の導入，条例個別指定制度の創設，仮認定制度
の導入，認定機関の地方移管，みなし寄付金制
度の拡充，監督規定の整備，根拠法の移行の全
部で 11の内容が含まれた。

表 25　公益法人制度改革における政策案の洗練・統合化
与 党 行 革
PT「提言」
（1996 年 7
月）

政府税調・
非営利法人
課 税 WG
財 務 省 案
（2002 年 2
月）

政府税調・
非営利法人
課 税 WG
堀 田 力 案
（2002 年 2
月）

閣 議 決 定
「基本方針」
（2003 年 6
月）

民間法制・
税制調査会
提 案 書
（2004年 10
月）

有識者会議
最終報告書
（2004年 11
月）

閣 議 決 定
「新行革大
綱 」（2004
年 12 月 ）
／公益法人
制度改革関
連 3 法 案
（2006 年 3
月）

政 府 税 調
「基本的考
え方」（2005
年 6月）1）

2008年度税制改正大綱（2007年 12月）
／新公益法人税制法案（2008年 4月成
立）2）

①準則主義
（登記）に
よる非営利
法人の設立

○ ○ ○ ○ ○
○

（NPO法人
は切離し）

○
（NPO法人
は切離し）

○
（NPO法人
は切離し）

○（NPO法人は切離し）

②非営利法
人の課税

●法人税の
原 則 課 税
（非課税優
遇対象の列
挙の制度）

●非営利法
人は原則課
税（登録法
人は原則非
課税，収益
事 業 は 課
税）

●非営利法
人は原則非
課税（収益
事 業 は 課
税）

－

●公益の認
定は『公益
委員会』を，
●『2階建
て方式』で
はなく実績
がなくても
新公益法人
を設立でき
る『1階建
て方式』を，
●税法上の
支援措置は
法人設立と
同時に与え
個人寄付を
促す寄付金
税制を

●公益を有
する非営利
法人は民間
有識者委員
会が判断

●公益を有
する非営利
法人は内閣
の民間有識
者委員会が
判断（地方
は国に準じ
た機関）

●公益認定
は内閣府の
民間有識者
委員会，●
外形上収益
事業に該当
していても
公益目的事
業と認定さ
れれば非課
税とする，
●公益性の
ない共益的
な非営利法
人であって
も収益事業
のみ課税，
●公益認定
により自動
的に特定公
益増進法人
とされる結
果，寄付金
控除や相続
財産控除が
適用される

●公益認定は内閣府の民間有識者委員
会，●公益法人には 1）公益目的事業
の法人税が非課税，2）寄付金の損金
算入あるいは所得控除が可能，3）収
益事業から公益目的事業会計への繰り
入れの下限が設定され，繰り入れた場
合は 100％みなし寄付金の損金算入に
なる，4）公益認定により自動的に特
定公益増進法人とされる結果，寄付金
控除や相続財産控除が適用，●非営利
型法人には収益事業から生じた所得の
みの課税，●一般社団法人等には普通
法人並み課税，●地方税法改正で，個
人住民税に係る寄付金控除の対象法人
が広げられ，寄付金控除の下限額が 10
万円から 5000円に引き下げられた
（2011年度より 2000円）

注 1）公益法人協会（2014），p.20。
注 2）出口（2009），p.4。
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次に②の「NPO法の改正」に関しては，5

番目の NPO法改正骨子案において，内閣府認
証の地方移管，認証の簡素化，情報公開の推進
の 3つが提示された。6番目の NPO法改正要
綱案において，上記の 3つに活動分野の 3分野
追加，NPO法人会計基準の導入の 2つが加え
られた。2011年 6月に最終的に決定・正当化
された「NPO法改正法案」と「新寄付税制法
案」において，活動分野の 3分野追加，内閣府
認証の地方移管，NPO法人会計基準の導入，
認証の簡素化，情報公開の推進の全部で 5つの
内容が含まれた。
以上のように政策形成が進展するにつれて，
新たな政策案が追加・洗練された。このように
参加者とりわけ政策アクティビストによって複
数の政策案が追加・洗練されることで，最終的
に決定・正当化された「NPO法改正法案」と
「新寄付税制法案」の適用範囲が拡大されると
同時に，さまざまな政策案の内容が統合され
た。
以上の 2事例が示すように，「政策案を洗練

する」とは具体的に次のような活動を指してい
る。政策アクティビストは，自らが得意とする

政策案を補完する他のさまざまな政策案を探索
して，政策案のリストである政策状況を構成し
ようとする。その際，政策アクティビストは，
他の政策分野で有効であると考えられている政
策案を模倣して適用したり，複数の政策案を結
合することで政策案の適用範囲を拡大したり，
あるいは複数の政策案を統合してより有効な政
策状況を創造する。この洗練化のプロセスを経
て，政策案および政策状況は，その有効性を次
第に高めていくと考えられる 229）。
【発見事実 11】
（1）技術的実行可能性が高く，（2）コストが
許容範囲内に収まり，（3）政策コミュニティの
価値受容性が高く，（4）議員に支持され，（5）
一般市民に黙認される政策案が生成・特定化さ
れた場合，政策形成が進展した。
〔 1〕事例 1
表 27は，事例 1の「公益法人制度改革関連

3法案」と「新公益法人税制法案」，事例 2の
「NPO法改正法案」と「新寄付税制法案」の計
4つの最終的に決定・正当化された政策案が，

表 26　「NPO法と寄付税制の改正」における政策案の洗練・統合化
市民公益税制
PT 中間報告
（2010年 4月）

市民公益税制
PT報告（2010
年 12月）

2011 年 度 税
制改正大綱
（2010 年 12
月）

税制関連法案
（2011年 1月）

NPO 法 改 正
骨子案（2011
年 2月）

NPO 法 改 正
要綱案（2011
年 5月）

NPO 法 改 正
法案／新寄付
税 制 法 案
（2011年 6月）

寄付税制（認
定 NPO 法 人
制度を含む）
の改正

税額控除の導入 ○ ○ ○ ○ ○

新 PST（絶対値基準）の導入 ○ ○ ○ ○ ○

特定寄付信託制度の導入 ― ― ○ ○ ○

条例個別指定制度の導入 ○ ○ ○ ○ ○

仮認定制度の導入 ○ ○ ○ ― ○ ○ ○

仮認定制度の特例措置 ― ― ― ― ― ○ ○

認定機関の地方移管 ○ ○ ○ ― ○ ○ ○

みなし寄付金制度の拡充 ○ ○ ○ ― ○ ○ ○

監督規定の整備 ○ ○ ― ○ ○ ○

根拠法の移行 ○ ○ ― ○ ○ ○

NPO法の改正

活動分野の 3分野追加 ― ○ ○

内閣府認証の地方移管 ○ ○ ○

NPO法人会計基準の導入 ― ○ ○

認証の簡素化 ○ ○ ○

情報公開の推進 ○ ○ ○

出所：原田（2015），p.11の表 2。

229︶ 小島・平本 （2011）, p.318。
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それぞれ 5つの政策案の存続規準をどのように
満たしていたかを示したものである。以下表
27を説明する。
事例 1の「公益法人制度改革関連 3法案」

は，次のように政策案の 5つの存続規準を満た
していた。（1）の技術的実行可能性に関して
は，最も重要な改正点は法人設立を許可主義か
ら準則主義に簡便化するものであり，実行可能
性は高かった。（2）の政策コミュニティの価値
受容性に関しては，①公益法人制度改革は行政
改革の一環，②公益認定機関の地方移転は地方
分権改革の一環としてそれぞれ捉えられ，価値
受容性は高かった。（3）の許容範囲内のコスト
に関しては，行政改革推進事務局は，旧制度か
ら新制度への移行コストや新法人の設立コスト
が許容範囲内に収まると考えていた。（4）の議
員の支持に関しては，パワーをもった主要な参
加者である自民党総裁直属の行政改革推進本部
の議員が「政治優位・政治主導」で公益法人改
革を積極的に推進していた。（5）の一般市民の
黙認に関しては，課題の多い旧制度からの新制
度の移行は一般市民から歓迎された。

事例 1の「新公益法人税制法案」は，次のよ
うに政策案の 5つの存続規準を満たしていた。
（1）の技術的実行可能性に関しては，最も重要
な改正点は次のようなものであり，実行可能性
は高かった。一般社団法人等（1階）には原則
として普通法人並みの課税が行われる。公益社
団法人等（2階）には原則として旧制度の公益
法人等に対する課税方式が行われる。非営利型
法人（中 2階）には収益事業から生じた所得の
みの課税が行われる。（2）の政策コミュニティ
の価値受容性に関しては，新公益法人税制は民
間非営利活動の促進の一環として捉えられ，実
現期の政策コミュニティの価値受容性は高かっ
た。（3）の許容範囲内のコストに関しては，財
務省は，国・地方による公益認定コストが特定
公益増進法人制度の運用コストより低く許容範
囲内に収まると考えていた。（4）の議員の支持
に関しては，財務省はパワーをもった主要な参
加者である自民党税制調査会への根回しを行っ
ており，議員から支持された。（5）の一般市民
の黙認に関しては，新公益法人税制は民間非営
利活動を促進するものとして一般市民から歓迎

表 27　政策案の 5つの存続規準と決定・正当化された 4つの政策案

政策案の存続規準 公益法人制度改革関
連 3法案（事例 1）

新公益法人税制法案 
（事例 1）

NPO 法 改 正 法 案 
（事例 2）

新 寄 付 税 制 法 案 
（事例 2）

（1）技術的実行可能性
許可主義から準則主
義による法人設立は
可能

一般社団法人等（1
階）には原則として
普通法人並みの課
税，公益社団法人等
（2階）には原則と
して旧制度の公益法
人等に対する課税方
式，非営利型法人（中
2階）には収益事業
から生じた所得のみ
の課税が行われる

内閣府認証の地方移
管は可能

①認定機関の地方移
管は可能，②税額控
除等の運用は可能

（2）政策コミュニティの
価値受容性

①公益法人制度改革
は行政改革の一環，
②公益認定機関の地
方移転は地方分権改
革の一環として捉え
られる

民間非営利活動の促
進の一環として捉え
られる

地域主権改革の一環
として捉えられる

地域主権改革の一環
として捉えられる

（3）許容範囲内のコスト

旧制度から新制度へ
の移行コストや新法
人の設立コストは許
容範囲内

国と地方の公益認定
のコストは特定公益
増進法人制度のコス
トより低く許容範囲
内

内閣府認証の地方移
管コストは許容範囲
内

税額控除等による国
の税収減は数 10億
円

（4）議員の支持 自民党行革推進本部
が実現に努力

財務省主税局から自
民党税制調査会への
根回し

超党派の NPO議連
が実現に努力

超党派の NPO議連
が実現に努力

（5）一般市民の黙認
一般市民は課題の多
い旧制度から新制度
の移行を歓迎

民間非営利活動の促
進のため一般市民は
歓迎

民間非営利活動の促
進のため一般市民は
歓迎

民間非営利活動の促
進のため一般市民は
歓迎
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された。
〔 2〕事例 2
事例 2の「NPO法改正法案」は，次のよう
に政策案の 5つの存続規準を満たしていた。
（1）の技術的実行可能性に関しては，最も重要
な改正点である内閣府認証の地方移管の実行可
能性は高かった。というのは地方（都道府県・
政令市）は，改正前においても NPO法人の認
証業務を行ってきたからである。（2）の政策コ
ミュニティの価値受容性に関しては，①内閣府
認証の地方への移管は民主党が推進する地域主
権改革の一環，② 3活動分野の追加，NPO法
人会計基準の導入，認証の簡素化，情報公開の
推進等の改正は，民間非営利活動の促進の一環
としてそれぞれ捉えられ，価値受容性は高かっ
た。（3）の許容範囲内のコストに関しては，上
述のように，内閣府認証の地方への移管コスト
は許容範囲内に収まると考えられた。（4）の議
員の支持に関しては，超党派の NPO議員連盟
が NPO法の改正に努力しており，議員から支
持された。（5）の一般市民の黙認に関しては，
課題の多い NPO法の改正は一般市民から歓迎
された。
事例 2の「新寄付税制法案」は，次のように
政策案の 5つの存続規準を満たしていた。（1）
の技術的実行可能性に関しては，次の 2つの重
要な改正の実行可能性は高かった。①認定機関
の地方移管は，全国知事会で東京都等の一部の
反対にはあったが，知事会長および多くの知事
に支持された。②寄付の税額控除は，他の税額
控除と同様，技術的に十分可能であった。（2）
の政策コミュニティの価値受容性に関しては，
①認定機関の地方移管は地域主権改革の一環，
②寄付の税額控除は民間非営利活動の促進の一
環としてそれぞれ捉えられ，価値受容性は高
かった。（3）の許容範囲内のコストに関して
は，寄付の税額控除による国の税収減は僅か数
10億円と予想された。（4）の議員の支持に関
しては，NPO法改正と同様に，超党派の NPO

議員連盟が新寄付税制法案の成立に努力してお

り，議員から支持された。ただし国会のねじれ
状況のなかで，自民党総務部会による支持は必
ずしも十分ではなかった。（5）の一般市民の黙
認に関しては，新寄付税制法案は民間非営利活
動を促進するものとして一般市民から歓迎され
た。
以上の 2事例が示すように，生成・特定化さ
れた政策案が 5つの存続規準を満たす場合，政
策形成は進展し，最終的に政策案が決定・正当
化される可能性は高まる。
政策案に関して，①前史における特定の政策
案の融和，②政策形成の進展にともなう新たな
政策案の追加・洗練，③ 5つの存続規準を満た
す政策案の生成・特定化，による政策形成の進
展の 3つの事実が発見された。これら 3つの事
実が示すのは，複数の政策案（政策状況）が全
体として十分な内容を備えるとともに相互に関
連し統合されている必要がある点である 230）。
したがって，命題 4が導出される。
【命題 4】
特定の政策案の融和がなされ，新たな政策案
が追加・洗練され，最終的に存続規準を満たす
政策案が生成・特定化される場合，政策形成は
進展する。
政策案の生成・特定化は，参加者の共通の信
念や思い（問題）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る 231）。
政策形成は，新たな社会的価値の創造への挑
戦であるとともに，具体的な問題の解決を目指
すきわめて現実的なプロセスである。したがっ
て，画餅の如き政策案が生成・特定化される場
合には，結果的に問題の解決には至らない 232）。
一般に政策案は，政策形成に際して問題の答
えになりうるアイディアや方法を指している。
新・政策の窓モデルでは，単にアウトプットと

230︶ Kingdon （2011）, pp.69-70.
231︶ 野中・竹内（1996）, pp.127-131。
232︶ 小島・平本（2011）, pp. 316-317。
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しての政策案だけでなく，参加者によって積極
的に行われる政策案の生成・特定化のプロセス
も政策案として考慮される。政策状況は，「複
数の政策案のストックである」と定義され，政
策形成プロセスのインプットでありアウトプッ
トである。この政策状況が全体として十分な内
容を備えるとともに相互に関連し統合されてい
る場合，政策状況は多くの参加者によって共有
される可能性が高い。

5．政治
【発見事実 12】
（1）政府関係者の交替と（2）政府内部の管
轄争いが，政策形成に大きな影響を及ぼした。
〔 1〕事例 1
公益法人制度改革関連 3法は，内閣官房の行
政改革推進事務局による原案作成を経て立法化
され，新公益法人税制法は，財務省主税局によ
る原案作成を経て立法化された。したがって，
公益法人制度改革は，政府立法による法改正で
あった。
表 28は，公益法人制度改革への政治と政治

状況の影響を示したものである。以下表 28に
ついて説明する。
政府立法の公益法人制度改革にプラスの大き

な影響を及ぼした政治は，形成期における政治
③（NPO議員連盟・シーズによる「公益法人
制度改革からの NPO法人の切り離し」方針の
決定）と政治④（自民党行革推進本部の政府税
調への「NPO法人の制度改革からの切り離し」
の申し入れ）の 2つである。2つの政治はいず
れも「政府内の管轄争い」に対応する。この 2

つの政治が生成・展開される以前は，公益法人
制度改革の範囲，すなわち「改革対象となる非
営利法人は何か」や「税制をどうするのか」等
が不明確のままであった。これら 2つの政治③
と政治④が生成・展開されたことにより，行政
改革推進事務局と財務省は，公益法人制度改革
の範囲を明確にする必要に迫られた。結果とし
て，政治③と政治④は，いずれも政府立法の公
益法人制度改革にプラスの大きな影響を及ぼし
たと考えられる。
〔 2〕事例 2

1998年 3月，NPO法（特定非営利活動促進
法）が議員立法で成立した。これを受けて，今
回の「NPO法と寄付税制の改正」における
NPO法改正法（認定 NPO法人制度の改正を
含む）も議員立法で改正された。他方，新寄付
税制法は税制に関する問題であっため，最終的
には政府立法で制定されたが，新政府税調に参

表 28　公益法人制度改革への政治と政治状況の影響（事例 1）

期 政治 内訳

最終的に決定・正当
化された政府立法・
公益法人制度改革へ
の政治と政治状況の
プラスとマイナスの
影響 1）

前史 ①小泉内閣の存続 国民のムードの変化 ＋

形成期

②NPOセクターによる制度改革反対運
動の展開 利益集団の活動 －

③NPO議連・シーズによる「公益法人
制度改革からの NPO法人の切り離し」
方針の決定

政府内部の管轄争い ＋＋

④自民党行革推進本部の政府税制調査
会・非営利法人課税WGへの「NPO法
人の制度改革からの切り離し」の申し入
れ

政府内部の管轄争い ＋＋

実現期
⑤民間法制・税制調査会の提言活動 利益集団の活動 －

⑥公益法人制度改革問題連絡会による世
論喚起 利益集団の活動 －

注 1） ＋＋はプラスの大きな影響，＋はプラスの影響，－はマイナスの影響をそれぞれ指して
いる。

注 2） 政治①（小泉内閣の存続）は，前史の終盤から形成期，実現期の途中まで公益法人制度
改革にプラスの影響を及ぼした。
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加した多くの民主党議員，超党派の NPO議員
連盟，シーズ・連絡会等によって活発に議論さ
れ，新寄付税制法の立法は実質的には議員立法
に近いものであった。したがって，事例 2の
「NPO法と寄付税制の改正」は，全体としては
議員立法による法改正であった。
表 29は，「NPO法と寄付税制の改正」への
政治と政治状況の影響を示したものである。以
下表 29について説明する。
議員立法の「NPO法と寄付税制の改正」に
プラスの大きな影響を及ぼした政治は，形成期
に生成し実現期まで継続した政治④（民主党内
閣の存続），実現期における政治⑩（NPO議員
連盟の再結成）と政治⑪（「寄付税制は閣法／
NPO法は議員立法」の管轄の確定）の 3つで
ある。このうち政治⑪については後で説明され
る。他方，マイナスの大きな影響を及ぼした政

治は，前史における政治①（自民党内閣の存
続），形成期における政治⑥（普天間移設問題
での社民党連立離脱），実現期における政治⑨
（国会ねじれ状況），政治⑭（震災前の解散が囁
かれる国会／震災後の解散が囁かれる会期末が
迫る国会）の 4つである。これら全部で 6つの
政治はいずれも「政府関係者の交替」に対応
し，「NPO法と寄付税制の改正」の方向性にさ
まざまな影響を及ぼした。
なお政治④（民主党内閣の存続）と政治⑩

（NPO議員連盟の再結成）と同様に，議員立法
の「NPO法と寄付税制の改正」にプラスの大
きな影響を及ぼした政治は，上述のように実現
期における政治⑪（「寄付税制は閣法／NPO法
は議員立法」の管轄の確定）である。この政治
⑪は「政府内の管轄争い」に対応し，「NPO法
と寄付税制の改正」を主導していた財務省・菅

表 29　「NPO法および寄付税制の改正」への政治と政治状況の影響（事例 2）

期 政治 内訳

最終的に決定・正当
化された議員立法・
「NPO法および寄付
税制の改正」への政
治と政治状況のプラ
スとマイナスの影響
1）

前史

①自民党内閣の存続 2） 政府関係者の交替 －－

②シーズ＆連絡会による政府・政党への
NPO法・税制改正要望 利益集団の活動 ＋

③NPO議連＆各党 NPO委員会による
政府への NPO法・税制改正要望 利益集団の活動 ＋

形成期

④民主党内閣の存続 3） 政府関係者の交替 ＋＋

⑤連絡会による政府・政党への寄付税制
および NPO法の改正要望 利益集団の活動 ＋

⑥普天間移設問題での社民党連立離脱 政府関係者の交替 －－

実現期

⑦連絡会による内閣府への要望書提出 利益集団の活動 ＋

⑧連絡会による全国地域学習会開催 利益集団の活動 ＋

⑨国会ねじれ状況 政府関係者の交替 －－

⑩NPO議員連盟の再結成 政府関係者の交替 ＋＋

⑪「寄付税制は閣法／NPO法は議員立
法」の管轄確定 政府内部の管轄争い ＋＋

⑫知事会での都による緊急提案 利益集団の活動 －

⑬連絡会による 2・15緊急院内集会開催 利益集団の活動 ＋

⑭震災前の解散が囁かれる国会／震災後
の解散が囁かれ会期末が迫る国会 政府関係者の交替 －－

⑮連絡会による 5・25緊急院内集会開催 利益集団の活動 ＋

注 1） ＋＋はプラスの大きな影響，＋はプラスの影響，－－はマイナスの大きな影響，－はマ
イナスの影響をそれぞれ指している。

注 2） 政治①（自民党内閣の存続）は，前史においてのみ，「NPO法と寄付税制の改正」に対
してマイナスの大きな影響を及ぼした。

注 3） 政治④（民主党内閣の存続）は，形成期と実現期において，「NPO法と寄付税制の改正」
に対してプラスの大きな影響を及ぼした。
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内閣・「連絡会を中心とする NW」・NPO議員
連盟の 4者の協働を円滑なものにし，プラスの
大きな影響を及ぼしたと考えられる。
以上の 2事例が示すように，4種類の政治の
うち大きな影響を及ぼす 2つは，（1）政府関係
者の交替と（2）政府内部の管轄争いである。
（1）の政府関係者の交替は，政権交替と国会で
の議員交替からなっている。特に政権（首相）
は，表 3に示されるように，参加者の 1番上に
位置している。新政権の第 1年目は，政府内部
と周辺の参加者が変革に心を奪われる最も重要
な時期である。政権交替時には，あらゆる国民
は，新政権の問題の優先順位が何なのか，政府
ジェンダがいかなるものになりそうなのかを固
唾を飲んで見守っている。新政権の誕生あるい
は国会での議員交替（国会での政党・イデオロ
ギー分布の変化）の結果として，特定の問題が
政府アジェンダにおいて優先順位を上げること
がある。他方，新政権の誕生により全く検討さ
れなくなる問題もある 233）。
（2）の政府内の管轄争いは，政府省庁や国会
委員会が縄張りを主張することである。政府省
庁や国会委員会の管轄すなわち縄張りは，一般
に憲法，法律，規則等によって定められてい
る。この管轄は省庁や委員会の地位を規定し，
縄張り争いは政府アジェンダに影響を及ぼす。
管轄の重複や縄張り争いが必ずしも政府の行動
を妨げるわけではない。実際，多様な参加者が
管轄や政策の実現を求め互いに競争することに
つながり，特定の問題が真剣に検討される可能
性は高まるのである 234）。
【発見事実 13】
（1）利益集団の活動と（2）国民のムードの
変化が，政策形成に一定程度の影響を及ぼし
た。
〔 1〕事例 1
上掲の表 28の第 3列の政治の内訳は次の点

を示している。政府立法の公益法人制度改革に
プラスの影響を及ぼした政治は，政治①（小泉
内閣の存続）である。小泉内閣は，前史の終盤
に登場し形成期と実現期の途中まで続いた。政
治①は「国民のムードの変化」を惹起した点が
重要であり，公益法人制度改革の方向性を少な
からず決定づけた。この点に関して，西達男公
益法人室長は次のように述べている。
「やっぱり，小泉内閣として，とにかく，聖
域なき構造改革をやるのだということで，その
ほかのいろんな改革を進めておられましたか
ら，そういう雰囲気づくりというのですか，と
にかく，こういった改革というのは，絶対この
内閣でやらなきゃいけないのだ，わが国のため
にやるべきなのだと。それで既得権益の反対は
許さないみたいな，そんな感じの雰囲気がやっ
ぱりあった 235）」。
他方，政府立法の公益法人制度改革にマイナ
スの影響を及ぼした政治は，形成期における政
治②（NPOセクターによる制度改革反対運動
の展開），実現期における政治⑤（民間法制・
税制調査会の提言活動）と政治⑥（公益法人制
度改革問題連絡会による世論喚起）の 3つであ
る。これらの政治は「利益集団の活動」に対応
している。
〔 2〕事例 2
上掲の表 29の第 3列の政治の内訳は次の点

を示している。議員立法の「NPO法と寄付税
制の改正」にプラスの影響を及ぼした政治は，
前史における政治②（シーズ＆連絡会による政
府・政党への NPO法と税制改正の要望），政
治③（NPO議員連盟＆各党 NPO委員会によ
る政府への NPO法と税制改正の要望），形成
期における政治⑤（連絡会による政府・政党へ
の NPO法と寄付税制改正の要望），実現期に
おける政治⑦（連絡会による内閣府への要望書
提出），政治⑧（連絡会による全国地域学習会
開催），政治⑬（連絡会による 2・15緊急院内

233︶ Kingdon （2011）, pp.153-154.
234︶ Kingdon ibid., pp.155-159. 235︶ 西達男への筆者らによる聴取調査（2012/8/27）。
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集会開催），政治⑮（連絡会による 5・25緊急
院内集会）である。これら 7つの政治はいずれ
も「利益集団の活動」に対応している。
以上の 2事例が示すように，4種類の政治の
うち一定程度の影響を及ぼす 2つは，（1）利益
集団の活動と（2）国民のムードの変化である。
（1）の利益集団の活動は，政府内部と周辺の参
加者によって認識されるとともに，参加者はそ
れに反応する。その際に重要なことは，さまざ
まな利益集団の間に意見の一致がある否か，あ
るいは意見の衝突がある否かということであ
る。全ての利益集団の間で意見が一致している
場合，政治リーダーは，現在は利益集団の目指
す方向へ自ら行動する政治環境にあると捉え
る。他方，利益集団の意見が衝突している場
合，政治リーダーは，現在は特定の問題（ア
ジェンダ）に対する自らの賛否を明らかにする
べき政治環境にはないと捉える 236）。
（2）の国民のムードの変化は，「国内の風潮」
「世論の変化」「広範な社会運動」等さまざまに
呼ばれる。この国民のムードはいかなる名称で
呼ばれようとも，次の 3つの点で共通してい
る。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。②国民のムード
は，明確な方向性をもって時間とともに変化し
ている。③ムードや風潮におけるこれらの変化
は，政府アジェンダや政策案に重要な影響を及
ぼす 237）。
【発見事実 14】
複数の政治が，全体として当該政策の形成に
プラスの影響を及ぼした。
〔 1〕事例 1
上掲の表 28の第 4列全体は，政府立法の公
益法人制度改革に対する政治状況の影響を示し
ている。これによれば，前史から形成期さらに
実現期へと進むにつれて，6つの政治が生成・
展開され，各政治は公益法人制度改革に対して

プラスあるいはマイナスの影響を及ぼし，政治
状況は公益法人制度改革に対してプラス影響を
及ぼした。以下各期におけるの政治の影響を検
討する。
前史においては，2001年 4月，政治①（小
泉内閣の存続）が生成され，実現期の 2005年
9月まで展開された。この間，政治①（小泉内
閣の存続）は，公益法人制度改革に対してプラ
スの影響を及ぼした。
形成期においては，政治②（NPOセクター
による制度改革反対運動の展開）が生成・展開
された。この政治②は，公益法人制度改革に対
してマイナスの影響を及ぼした。この形成期に
おいては，さらに，政治③（NPO議員連盟・
シーズによる「公益法人制度改革からの NPO

法人の切り離し」方針の決定）と政治④（自民
党行革推進本部の政府税制調査会への「NPO

法人の制度改革からの切り離し」の申し入れ）
の 2つの政治が生成・展開された。この 2つの
政治はいずれも，政府立法の公益法人制度改革
に対して，マイナスの影響を及ぼしたようにみ
える。しかし上述のように，結果として政治③
と政治④は，政府立法の公益法人制度改革にプ
ラスの大きな影響を及ぼしたと考えられる。
実現期おいては，政治⑤（民間法制・税制調
査会の提言）と政治⑥（公益法人制度改革によ
る世論喚起）の 2つの政治が生成・展開され
た。この 2つの政治は，いずれも公益法人制度
改革に対してマイナスの影響を及ぼした。
以上の事例 1が示すように，公益法人制度改
革の実現にさまざまな影響を及ぼした 6つの政
治が，全史を通じて次々と生成・展開され，全
体として政府立法の公益法人制度改革に対して
プラスの影響を及ぼしたことが明らかになっ
た。
〔 2〕事例 2
上掲の表 29の第 4列全体は，議員立法の

「NPO法と寄付税制の改正」に対する政治状況
の影響を示している。これによれば，前史から
形成期さらに実現期へと進むにつれて，15の

236︶ Kingdon （2011）, pp.150-153.
237︶ Kingdon ibid., pp.146-149.
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政治が生成・展開され，各政治は「NPO法と
寄付税制の改正」に対してプラスあるいはマイ
ナスの影響を及ぼし，政治状況は「NPO法と
寄付税制の改正」に対してプラス影響を及ぼし
た。以下各期におけるの政治の影響を検討す
る。
前史において，政治①（自民党内閣の存続）

は，NPO議員連盟やシーズ・連絡会主導の
「NPO法と寄付税制の改正」に対してマイナス
の大きな影響を及ぼした。他方，同じ前史にお
いて，政治②（シーズ・連絡会の税制改正要
望）と政治③（NPO議員連盟＆各党 NPO委
員会の税制改正要望）は，いずれも「NPO法
と寄付税制の改正」に対してプラスの影響を及
ぼした。
形成期において，政治④（民主党内閣の存

続）は，プラスの大きな影響を及ぼした。また
同じ形成期において，政治④（連絡会の税制改
正要望）はプラスの影響を及ぼした。他方，形
成期の最後に，政治⑤（普天間移設問題での社
民党連立離脱）はマイナスの影響を及ぼした。
実現期において，次の全部で 9つの政治が生
成・展開された。このうち政治⑩（NPO議員
連盟の再結成）と政治⑪（「寄付税制は閣法／
NPO法は議員立法」の管轄確定）は，「NPO

法と寄付税制の改正」に対してプラスの大きな
影響を及ぼした。また政治⑦（内閣府による要
望書提出），政治⑧（連絡会による全国地域学
習会開催），政治⑬（2・15緊急院内集会開催），
政治⑭（5・25緊急院内集会開催）は，いずれ
もプラスの影響を及ぼした。他方，同じ実現期
において，政治⑨（国会ねじれ状況）と政治⑭
（震災前の解散が囁かれる国会／震災後の解散
が囁かれる会期末が迫る国会）は，「NPO法と
寄付税制の改正」に対してマイナスの影響を及
ぼした。さらに政治⑫（知事会での都による緊
急提案）は，マイナスの影響を及ぼした。
以上の事例 2が示すように，「NPO法と寄付

税制の改正」の実現にさまざまな影響を及ぼす
15の政治が，全史を通じて次々と生成・展開

され，全体として議員立法の「NPO法と寄付
税制の改正」に対してプラスの影響を及ぼした
ことが明らかになった。
政治に関して，①（1）政府関係者の交替と

（2）政府内部の管轄争いの政策形成への大きな
影響，②（1）利益集団の活動と（2）国民の
ムードの変化の政策形成への一定程度の影響，
③政治状況の全体としての当該政策へのプラス
の影響の 3つの事実が発見された。これら 3つ
の事実が示すのは，複数の政治（政治状況）が
全体として十分な内容を備えるとともに相互に
関連し統合されている必要がある点である 238）。
したがって，命題 5が導出される。
【命題 5】
（1）政府関係者の交替，（2）政府内部の管轄
争い，（3）利益集団の活動，（4）国民のムード
の変化からなる政治が，全体として十分な内容
を備えるとともに相互に関連し統合されている
場合，政策形成は進展する。
政治は，政府関係者の交替，政府内部の管轄
争い，利益集団の活動，国民のムードの変化の
4つからなっている。このような 4種類の政治
のストックである政治状況は，政策形成プロセ
スのインプットでありアウトプットでもあり極
めて重要である。このような政治状況の分析に
際しては，次の 4点が明らかにされなければな
らない。
（1）各政治は，最終的に決定・正当化される
当該政策の形成に対して，プラスの影響をどの
程度及ぼしているのか。
（2）各政治は，最終的に決定・正当化される
当該政策に対して，マイナスの影響をどの程度
及ぼしているのか。ただし特定の政治が当該政
策に対してマイナスの影響を及ぼしているよう
にみえる場合がある。しかしこの政治は，当該
政策の範囲を明確にするとともに，政策形成を
主導している参加者に対して緊張感をもたら
し，結果としてプラスの影響を及ぼすこともあ

238︶ Kingdon （2011）, pp.69-70.
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り，分析に際しては注意する必要がある。
（3）複数の政治は，全体として十分な内容を
備えていないかあるいは必ずしも相互に結び付
いておらず，政治状況は，当該政策の形成に対
してマイナスの影響を及ぼしているのか。
（4）複数の政治は，全体として十分な内容を
備えるとともに相互に関連し統合されており，
政治状況は，当該政策の形成に対してプラスの
影響を及ぼしているのか。
このうち（4）の場合，政治状況は実現期に

おいて多くの参加者によって共有される可能性
が高い。

6．政策アクティビスト
【発見事実 15】
問題の窓と政治の窓が複数開いたことによ
り，政策形成が進展した。
〔 1〕事例 1
表 30は，事例 1の場合の政策の窓の開放に
ともない認識・定義された問題と生成・展開さ
れた政治を示したものである。これによれば，
前史に問題の窓①（KSD事件），問題の窓②
（行政改革大綱の閣議決定），政治の窓①（小泉
内閣の発足）の 3つ，形成期に政治の窓②（政
府税調・非営利法人課税WGでの財務省・堀

田力の対立），政治の窓③（政府主導の公益法
人制度改革への NPOセクターの懸念）の 2つ，
実現期に問題の窓③（政府税制調査会「『実像』」
の公表），政治の窓④（民間法制・税制調査会
の発足）の 2つの全部で 7つ政策の窓が開い
た。
このうち 3つの問題の窓の開放を契機に，3

つの問題が認識・定義され，これらの問題が問
題の流れの中に投げ込まれ，開いた問題の窓を
通って政策の流れの中に入り浮遊した。他方，
4つの政治の窓の開放を契機に，4つの政治が
生成・展開され，これらの政治が政治の流れの
中に投げ込まれ，開いた政治の窓を通ってそれ
ぞれ政策の流れの中に入り浮遊した。このよう
に政策の窓の開放は，3つの問題と 4つの政治
を政策の流れの中に浮遊させ，政策形成を進展
させた。
〔 2〕事例 2
表 31は，事例 2の場合の政策の窓の開放に
ともない認識・定義された問題と生成・展開さ
れた政治を示したものである。これによれば，
前史に問題の窓①（NPO法成立），政治の窓①
（自民党政権への復帰）の 2つ，形成期に政治
の窓②（鳩山内閣の発足），問題の窓②（「新し
い公共」の提唱）の 2つ，実現期に政治の窓③
（参院選での民主党大敗），政治の窓④（NPO

議員連盟による菅首相への「寄付税制は閣法／
NPO法は議員立法」との直談判），問題の窓③

表 30　�政策の窓の開放にともなう問題の認識・定義と政治
の生成・展開（事例 1）

期 政策の窓 問題／政治

前史

問題の窓① KSD事件 問題① 公益法人ガバナンス
の透明化

問題の窓② 行政改革大綱の閣議
決定 問題② 行政改革のための公

益法人制度改革

政治の窓① 小泉内閣の発足 政治① 小泉内閣の存続

形成期

政治の窓②
政府税調・非営利法
人課税WGでの財務
省・堀田力の対立

政治②
NPOセクターによる
制度改革反対運動の
展開

政治の窓③
政府主導の公益法人
制度改革への NPO
セクターの懸念

政治③

NPO議連・シーズに
よる「公益法人制度
改革からの NPO法
人の切り離し」方針
の決定

実現期
問題の窓③

政府税制調査会「わ
が国経済社会の構造
変化の『実像』につ
いて」の公表

問題③ 民間非営利活動の促
進

政治の窓④ 民間法制・税制調査
会の発足 政治⑤ 民間法制・税制調査

会の提言活動

表 31　�政策の窓の開放にともなう問題の認識・定義と政治
の生成・展開（事例 2）

期 政策の窓 問題／政治

前史
問題の窓① NPO法成立 問題① 民間非営利活動の促進

政治の窓① 自民党政権への復帰 政治① 自民党内閣の存続

形成期
政治の窓② 鳩山内閣の発足 政治② 民主党内閣の存続

問題の窓②「新しい公共」の提唱 問題③「新しい公共」の実現

実現期

政治の窓③ 参院選での民主党大
敗 政治⑨ 国会ねじれ状況

政治の窓④

NPO議員連盟による
菅首相への「寄付税
制は閣法／NPO法は
議員立法」との直談
判

政治⑪
「寄付税制は閣法／
NPO法は議員立法」
の管轄確定

問題の窓③ 東日本大震災の発生 問題⑤ 東日本大震災復興に関
わる NPOへの支援
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（東日本大震災の発生）の 3つの全部で 7つ政
策の窓が開いた。
このうち 3つの問題の窓の開放を契機に，3

つの問題が認識・定義され，これらの問題が問
題の流れの中に投げ込まれ，開いた問題の窓を
通って政策の流れの中に入り浮遊した。他方，
4つの政治の窓の開放を契機に，4つの政治が
生成・展開され，これらの政治が政治の流れの
中に投げ込まれ，開いた政治の窓を通ってそれ
ぞれ政策の流れの中に入り浮遊した。このよう
に政策の窓の開放は，3つの問題と 4つの政治
を政策の流れの中に浮遊させ，政策形成を進展
させた。
以上の 2事例が示すように，政府内部と周辺
の政策アクティビストは，自らの政策案や問題
をすぐに使えるよう準備して，政策の窓の開放
を待っている。政策の窓の開放は，問題，政策
案，政治の 3つが部分的あるいは 1つに結び付
く好機を提供し，政策形成を進展させる。特に
重要な結び付きは，政策案と問題，政策案と政
治のそれぞれの結び付きである。
【発見事実 16】
アジェンダ，政策状況，政治状況が完全な
パッケージを構成した場合，政策の実現可能性
が高まった。
〔 1〕事例 1
実現期末のアジェンダ，政策状況，政治状況
はそれぞれ次の通りであった。
アジェンダは，問題①（公益法人ガバナンス
の透明化），問題②（行政改革のための公益法
人制度改革），問題③（民間非営利活動の促進）
の 3つからなっていた。これら 3つの問題は，
表 23と図 8に示されたように，全体として十
分な内容を備え相互に関連し統合されており，
アジェンダは，当該政策の多くの参加者によっ
てその解決が支持されていた。
政策状況は，政策案⑰（公益法人制度改革関
連 3法案）と政策案⑲（新公益法人税制案）の
2つを含む全部で 17からなっていた。このう
ち与党（自社さ）行政改革 PTの「公益法人等

の運営に関する提言」は，前史において融和さ
れた。そして，表 25に示されたように，政策
形成が進展するにつれて，新たな政策案が追
加・洗練された。この複数の政策案が追加・洗
練されることで，「公益法人改革関連 3法案」
と「新公益法人税制法案」の適用範囲が拡大す
ると同時に，さまざまな政策案の内容が統合さ
れた。さらに「公益法人改革関連 3法」と「新
公益法人税制法案」は，いずれも 5つの存続規
準を満たしていた。
政治状況は，政治①（小泉内閣の存続），政

治③（NPO議員連盟等の NPO法人切り離し
の決定），政治④（自民党行政改革推進本部の
政府税調への「NPO法人の制度改革からの切
り離し」の申し入れ）を含む全部で 6つから
なっていた。これら 6つの政治は，表 28に示
されたように，全体として十分な内容を備え相
互に関連し統合されており，政治状況は，当該
政策の形成に対してプラスの影響を及ぼしてい
た。
以上の説明からも明らかなように，実現期末
のアジェンダ，政策状況，政治状況は，政策ア
クティビストによって 1つに結び付けられ完全
なパッケージを構成する準備ができていたとい
える。この 3つの知識資産が完全なパッケージ
を構成した結果，当該政策である公益法人制度
改革は，政府アジェンダさらには決定アジェン
ダにおける優先順位を高め，実現したのであ
る。
なお図 10は実現した「公益法人改革関連 3

法」，表 32は実現した「新公益法人税制法」そ
れぞれの内容を示している。
〔 2〕事例 2
実現期末のアジェンダ，政策状況，政治状況
はそれぞれ次の通りであった。
アジェンダは，問題①（民間非営利活動の促
進），問題②（多数の NPO法人／少ない認定
NPO法人の解消），問題③（「新しい公共」の
実現），問題④（地域主権改革の推進），問題⑤
（東日本大震災復興に関わる NPOへの支援），
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の 5つからなっていた。これら 5つの問題は，
表 24と図 9に示されたように，全体として十
分な内容を備え相互に関連し統合されており，
アジェンダは，当該政策の多くの参加者によっ
てその解決が支持されていた。
政策状況は，政策案①（認定 NPO法人制度

第 1回改革）～政策案⑥（認定 NPO法人制度
第 6回改革），政策案㉒（NPO法改正案），政
策案㉓（新寄付税制法案）の 8つを含む全部で
23からなっていた。このうち政策案①（認定
NPO法人制度第 1回改革）～政策案⑥（認定

NPO法人制度第 6回改革は，前史において融
和された。そして，表 26に示されたように，
政策形成が進展するにつれて，新たな政策案が
追加・洗練された。この複数の政策案が追加・
洗練されることで，「NPO法改正案」と「新寄
付税制法案」の適用範囲が拡大すると同時に，
さまざまな政策案の内容が統合された。さらに
「NPO法改正案」と「新寄付税制法案」は，い
ずれも 5つの存続規準を満たしていた。
政治状況は，政治①（自民党内閣の存続），

政治②（シーズ＆連絡会による政府・政党への

出所：公益法人協会（2007），p.44。

図 10　公益法人制度改革 3法の内容

表 32　新公益法人税制
公益社団法人／公益財団法人 一般法人（非営利型法人） 一般法人（特定普通法人）

①課税対象 収益事業課税．ただし，公益目的事業に該当する
ものは，収益事業であっても非課税 収益事業課税 全所得課税

②みなし寄付金損金算入限度額 次のいずれか多い金額．①所得金額の 50％，②公
益目的事業の実施に必要な金額 ― ―

③法人税率 25.5％（所得年 800万円まで 15％） 25.5％（所得年 800万円まで 15％） 25.5％（所得年 800万円まで 15％）

④利子・配当等に対する源泉徴収 なし（非課税） あり（課税） あり（課税）

⑤寄付金優遇
〔個人〕寄付金控除，税額控除（行政庁の証明を
受けた法人）1），
〔法人〕別枠損金算入

― ―

⑥相続財産寄付優遇 非課税 ― ―

注 1）寄付金優遇の税額控除は，事例 2の「新寄付税制法」（2011年 6月 22日成立）によって実現した。
出所：土肥（2013），p.13の表 1。
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NPO法と税制改正の要望），政治④（民主党内
閣の存続），政治⑥（普天間移設問題での社民
党連立離脱），政治⑨（国会ねじれ状況），政治
⑩（NPO議員連盟の再結成），政治⑪（「寄付
税制は閣法／NPO法は議員立法」の管轄確定），
政治⑭（震災前後の解散が囁かれる国会）の 8

つを含む全部で 15からなっていた。これら 15

の政治は，表 29に示されたように，全体とし
て十分な内容を備えるとともに相互に関連し統
合されており，政治状況は，当該政策の形成に
対してプラスの影響を及ぼしていた。
以上の説明からも明らかなように，実現期末
のアジェンダ，政策状況，政治状況は，政策ア
クティビストによって 1つに結び付けられ完全
なパッケージを構成する準備ができていたとい
える。これら 3つの知識資産が完全なパッケー
ジを構成した結果，当該政策である「NPO法
と寄付税制の改正」は，政府アジェンダさらに
は決定アジェンダにおける優先順位を高め，実
現したのである。
なお表 33は，いずれも実現した「NPO法改

正法案（認定 NPO法人制度を含む）」と「新
寄付税制法案」のそれぞれの内容を示してい
る。
政策アクティビストに関して，①複数の政策
の窓の開放による政策形成の進展，②アジェン
ダ，政策状況，政治状況の完全なパッケージに

よる政策の実現可能性の高まりの 2つの事実が
発見された。これら 2つの事実が示すのは，政
策アクティビストが政策の窓の開放を認識し，
3つの知識資産を結び付けようとする点であ
る。したがって，命題 6が導出される。
【命題 6】
政策アクティビストは，政策の窓の開放を認
識するとともに，アジェンダ，政策状況，政治
状況の完全なパッケージを構成する。
政策の窓は，政策アクティビストが自ら得意
とする政策案をおし進めたり，特定の問題を他
の参加者に注目させる好機である。この政策の
窓は，政策アクティビストの認識の中に存在し
ている。すなわち，政策アクティビストが好機
であると考える時に政策の窓は開くのである。
政策形成が進展すると，アジェンダ，政策状
況，政治状況の 3つが徐々に結び付き，部分的
ではあるもののパッケージを構成するようにな
る。この部分的なパッケージは，政策アクティ
ビストが政策の実現をイメージする際の有力な
判断材料となる。すなわち，政策アクティビス
トは，現在の部分的パッケージにいかなるパー
ツ（問題，政策案，政治）がどの程度欠如して
いるかを，高い精度で知ることができるのであ
る 239）。

表 33　NPO法改正法案と新寄付税制法案の内容

NPO法改正法案
（NPO法人制度の改正）
2011年 6月 15日成立

① 活動分野に「観光の振興」「農山漁村及び中山間地域の振興」「都
道府県・政令市の条例で定める活動」の 3分野の追加
② 複数の都道府県に事務所がある場合の認証業務の内閣府から
主たる事務所の都道府県・政令市への移管
③ 「収支計算書」を「活動計算書」に変更する等の NPO法人
会計基準の導入
④ 解散公告回数を削減し届出事項を追加する等の認証の柔軟化・
簡素化
⑤複写を可能にする他インターネットを通じた情報公開の推進

NPO法改正法案
（認定NPO法人制度の改正）
2011年 6月 15日成立

① PSTが免除される仮認定制度の導入
②認定業務を国税庁から都道府県・政令市へ移管
③ みなし寄付金制度を社会福祉法人並み（利益の 50％または

200万円）に拡充
④段階的な監督規定の整備

新寄付税制法案
2011年 6月 22日成立

①認定 NPO法人等への寄付金税額控除の導入
② 新 PST（絶対値基準：年 3000円以上の寄付者が年平均 100
人以上）の導入
③特定寄付信託制度（日本版プランドギビング信託）の導入
④ 自治体独自の条例個別指定制度（住民税税額控除・PST免除）
の創設

出所：脇坂（2011）をもとに原田作成。原田（2015），p.2。

239︶ 小島・平本 （2011）, p.318。
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そこで政策アクティビストは，パッケージを
完成させるために必要な不足しているパーツの
積極的な探索を開始する。政策アクティビスト
は，この時点で，自身の頭の中に探索すべき
パーツのかなり具体的なイメージを持ってい
る。探索すべき対象に対する明確なイメージを
持たない場合に較べると，必要なパーツを発見
できる可能性ははるかに高い 240）。
この探索プロセスにおいて，政策アクティビ
ストは好機，すなわち開いている 2種類の政策
の窓を次々と発見する。探索の結果，政策の窓
を「こじ開けた」と言ってもよいかもしれな
い 241）。こうして開放している 2種類の政策の
窓を通って，パッケージを完成に近づけるため
に必要な各パーツが，政策の流れの中に流れ込
んでくるのである。
上述のプロセスは，ジグソーパズルを完成さ
せるプロセスにたとえることができる。最初の
うちは，パズルの完成図がよく分からず，パズ
ルのピースをどこに嵌めるかを決定するのに相
当の時間がかかる。しかし，パズルの組み立て
が進むつれ，次第に完成図が明確になる。同時
に，残りのピース数も順調に減る。このため，
残りのピースのどれをどこに配置すればパズル
が完成するかの判断が加速度的に容易になって
いく 242）。
このように 2種類の政策の窓がほぼ同時に開
く場合，政策の実現可能性が高まるのである。
参加者によって創られた政策案（法律案骨子
や法律案）は，最終的に決定・正当化される必
要がある。上述のように，決定・正当化は，新

しく創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，一種のふるい分けの
プロセスである 243）。政府内部や周辺の参加者
は，この決定・正当化を明示的な方法で行い，
政策案が社会一般のニーズに応え得るものか否
かを確認する 244）。決定・正当化された政策案
は，目に見える具体的な法律として結実する。
実現期において，政策アクティビストが，ア
ジェンダ，政策状況，政治状況を 1つに完全に
結び付ける場合，特定の問題（アジェンダ）が
政府アジェンダに上程される確率は劇的に高ま
る。他方，前史や形成期における部分的な結び
付きの場合，特定の問題（アジェンダ）が政府
アジェンダに上程される確率は低い。もちろ
ん，特定の問題（アジェンダ）が，政府アジェ
ンダさらには決定アジェンダにおいて高い優先
順位にあることは，特定の政策が正式に決定・
正当化される，すなわち，立法化されることを
保証するものではない 245）。本研究の事例 1と
事例 2の政策は実際に立法化されたのである。

7．波及
【発見事実 17】
特定非営利活動促進法が，公益法人制度改革
関連 3法へ波及した。

1998年 3月成立の NPO法（特定非営利活動
促進法）により，準則主義に近い「認証」もと
づく NPO法人の設立が可能になった衝撃は極
めて大きかった。NPO法が 1998年 12月に施
行された後，NPO法人は 2003年 2月に 1万，
2004 年 3 月に 1 万 5 千，2005 年 2 月に 2 万，
2007年 1月に 3万と急増した。3万の NPO法
人数は，公益法人制度改革関連 3法の施行時
（2008年 12月）の 2万 5千の旧公益法人数を
超えるものであった。このような NPO法人の
急増は，公益法人制度改革に大きな影響を及ぼ

240︶ 小島・平本 （2011）, p.318。
241︶ キングダンの政策の窓モデルにおける「政策の

窓」は , 政策アクティビストを含む参加者の認
識の中で開いたり閉じたりする。しかし現実に
は，政策アクティビストが「政策の窓」を主体
的・能動的に「こじ開ける」ものとして捉える
方がより適切であろう。小島（2003）, p.37，小
島・平本 ibid., p.328。

242︶ 小島・平本 ibid., p.318。

243︶ 小島 ibid., p.16。
244︶ 野中・竹内 （1996）, p.128。
245︶ Kingdon （2011）, pp.177-179.
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した。
事例 1の NPO法（特定非営利活動促進法）

（1998年 3月成立）は，同じ事例 1の公益法人
制度改革関連 3法（2006年 5月成立）に波及
した 246）。というのは，NPO法と公益法人制度
改革関連 3法は次の 3点で共通していたからで
ある。
（1）NPO法人と新公益法人は，いずれも準則
主義にもとづいて設立可能である。このうち
NPO法人設立に際しての「認証」とは，所轄
庁（内閣府，都道府県）の自由裁量が働く余地
がない準則主義に近い「許可主義」である 247）。
（2）NPO法人と新公益法人は，いずれも横割
りの法人である。すなわち NPO法と公益法人
制度改革関連 3法の成立により，「政策分野の
壁を超えて行政官庁の厳しい指導・監督体制か
らも外れて，さまざまな分野で活動する非営利
の団体・組織が単一の NPO法人もしくは新公
益法人という横割りの法人格を比較的容易に得
ることが可能になった 248）」のである。
（3）NPO法人と新公益法人の場合，いずれも
法人設立と，優遇税制につながる公益性の認定
とが分離されている。2001年時点においては，
NPO法人は所轄庁の認証によって設立され，
認定 NPO法人は国税庁によって認定され
た 249）。2008年時点の新公益法人の場合，まず
一般社団法人と一般財団法人が，一般法 250）に

もとづく登記により設立される。そして一般社
団法人と一般財団法人は，認定法 251）にもとづ
く民間有識者からなる委員会の公益性の認定に
よって，公益社団法人と公益財団法人に移行す
る 252）。
以上は公益法人制度改革における 1998年 3

月成立の特定非営利活動促進法が，同じ公益法
人制度改革における 2006年 5月成立の公益法
人制度改革 3法に波及した事例である。すなわ
ち，1つの制度改革のなかで生成した波及であ
る。
【発見事実 18】
新公益法人税制が，新寄付税制へ波及した。
事例 1の新公益法人税制（2008年 4月成立）

は，事例 2の新寄付税制（2011年 6月成立）
に波及した。
この点に関して，たとえば，事例 1の政策ア
クティビストの佐藤慎一は，新公益法人税制の
新寄付税制への影響を指摘した 253）。さらに，
事例 2において，鳩山内閣が発足して間もない
2010年 12月頃に，古谷一之（当時，財務省主
税局長）は，松井孝治（当時，内閣官房副長
官）に対して，「それ（認定 NPO法人への寄
付金の税額控除の導入）は，きちんと詰めて頂
ければ，わが方（財務省主税局）としては大丈
夫です」との感触を伝えていた。古谷主税局長
の発言は，事例 1の新公益法人税制が事例 2の

246︶ 岡本は，公益法人制度改革関連 3 法の成立が
「⑧他の公益法人との関係で，一般法とはいえ
ないにせよそれに近い規範的影響力をもつ制度
ができたこと，⑨実際，社会医療法人制度や社
会福祉法人制度では公益法人制度改革が強い影
響を与えたこと」を指摘している。岡本（2017），
p.192。

247︶ 雨宮（2002），pp.41-42。
248︶ 後（2009），p.3，Pekkanen （2006），後・坂本

（2019），pp.33-34，後（2019），pp.255-259。
249︶ 2012 年 4 月からは，都道府県・政令市へ変更

になった。
250︶ 正式名称は「一般社団法人及び一般財団法人に

関する法律（2006 年 5 月 26 日成立）（一般社
団・財団法人法）」である。

251︶ 正式名称は「公益社団法人及び公益財団法人の
認定等に関する法律（2006 年 5 月 26 日成立）
（公益認定法）」である。

252︶ 出口は，財務省の認定をともなう特定公益増進
制度ではなく「民間有識者からなる委員会の公
益性の認定」制度になった理由に関して次のよ
うに述べている。「特定公益増進制度は，税の
制度として合理的に説明できないだけでなく，
事実上，対応も限界に達していたものと推定で
きる。公益法人制度改革を行うに際して，税制
上の寄付金控除の優遇措置と一体にしたのは，
行政改革の観点から財務省の負担を減らす意味
で半ば必然だっただろう」。出口（2018），p.31。

253︶ 佐藤慎一への筆者らによる聴取調査（2019/2/ 
12）。
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新寄付税制（認定 NPO法人制度を含む）に影
響を及ぼしたことを示唆している。
上掲の表 32に示されるように，事例 1の新
公益法人税制は，公益社団法人，公益財団法
人，一般法人に関する①課税対象（収益事業課
税／全所得課税），②みなし寄付金損金限度額，
③法人税率，④利子・配当等に対する源泉徴
収，⑤寄付金優遇，⑥相続財産寄付優遇等につ
いて規定したものである。
他方，上掲の表 26と表 33に示されるよう
に，事例 2の新寄付税制は，①認定 NPO法人
等への寄付金税額控除，②新 PSTの導入，③
特定寄付信託制度の導入，④自治体独自の条例
個別指定制度の創設，⑤仮認定制度の導入，⑥
認定業務の地方移管，⑦みなし寄付金制度の拡
充，⑧段階的な監督規定の整備等について規定
したものである。
新公益法人税制と新寄付税制を詳細に比較す
ると，次の 2点が析出される。すなわち（1）
新公益法人税制は新寄付税制に波及した。（2）
新寄付税制は，新公益法人税制よりもはるかに
包括的で進化した内容を含んでいた。以下（2）
について説明する。
表 34によれば，新寄付税制は，認定 NPO

法人と仮認定 NPO法人だけでなく，公益社団
法人，公益財団法人，学校法人，社会福祉法
人，更生保護法人にも適用される。寄付金控除
に関しては，適用法人に寄付を行った場合，個
人は①所得金額の 50％までを課税所得控除，

あるいは②最大 50％までを税額控除のいずれ
かが選択可能である。企業等の法人の場合，一
般寄付枠とは別に特別損金算入限度額までを経
費扱いで損金算入できる。相続人の場合，寄付
した相続財産は原則非課税である 254）。
以上は公益法人制度改革における 2008年 4

月成立の新公益法人税制が，「NPO法と寄付税
制の改正」における 2011年 6月成立の新寄付
税制に波及した事例である。すなわち 2つの異
なる制度改革を超えて生成した波及である。
波及に関して，①特定非営利活動促進法の公
益法人制度改革 3法への波及，②新公益法人税
制の新寄付税制への波及の 2つの事実が発見さ
れた。これら 2つの事実が示すのは，特定非営
利活動促進法と公益法人制度改革 3法とは同一
分野の政策，および新公益法人税制と新寄付税
制とは同一分野の政策としてそれぞれ捉えられ
た点である。したがって，命題 7が導出され
る。

表 34　主な非営利法人の寄付税制（寄付者視点）

公益社団法人
公益財団法人

学校法人
社会福祉法人
更生保護法人

認定NPO法人
仮認定NPO法人 NPO法人 非営利型

一般社団・財団法人

【個人】
寄付金控除
（所得税）

【原則】（寄付金額－2,000 円）を所得金額から控除
【一部法人限定】（寄付金額－2,000 円）×40％を所
得税額から控除

【選択可能】
（寄付金額－2,000 円）を所得金額から控除
（寄付金額－2,000 円）×40％を所得税額から控除

－ －

【個人】
寄付金控除

（個人住民税）

「寄付者」が住む自治体の条例指定を受ければ、寄付金税額控除可能
都道府県：（寄付金額－2,000 円）×4％
市町村（特別区）：（寄付金額－2,000 円）×6％

－

【法人】
損金算入
（法人税）

右記の一般枠＋特別枠：（資本金等の額×0.375％＋所得金額×6.25％）×1/2 一般枠：（資本金等の額×0.25％＋所得
金額×2.5％）×1/4

【相続人】
相続税非課税 寄付した相続財産は原則非課税　※仮認定NPO法人は適用無し － －

出所：日本ファンドレイジング協会（2013），p.154の表 5-1。

254︶ 日本ファンドレイジング協会は，2001 年を「寄
付元年」として捉え，次のように述べている。
「日本における寄付税制は，度重なる改正を経
て，他国と比較しても遜色のないものに改善さ
れつつある。特に，ここ数年の間に，寄付金税
額控除を初めとした『新寄付税制』と呼ばれる
革新的な促進税制が導入されるなど大きな前進
があった。新寄付税制では個人の支出する寄付
金について，従来にはない『税額控除』が可能
になったことが大きなポイントである」。日本
ファンドレイジング協会（2013），pp.152-154。
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【命題 7】
先例は，同一の政策分野に波及する。
1つの政策分野で先例が確立すると，その先

例は，最初の政策分野に隣接した政策分野で同
じような変化を進めるために用いられる 255）。
このような波及が生じる理由として，次の 3点
があげられる。第 1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参
加者集団は，自ら大きな利益を手にしたことに
気付き，さらに成功しようとするからである。
第 2に，変化に抵抗した参加者集団が破れ，新
しい政策を確立した参加者集団が他の問題へ移
行できるからである。第 3に，最初の事例での
成功は，次の事例における成功を類推させる議
論を可能にするからである 256）。
このような波及が促進されるためには次の 2

点が必要である。第 1に，成功した参加者集団
は速やかに行動する必要がある。最初の政策の
実行はその政策の新鮮味を削いでしまうからで
ある。第 2に，最初に成功した問題と次に取り
かかる問題は，同じカテゴリーの問題として位
置付けられる必要がある 257）。
最初の問題の解決によって生み出されるこれ
らの成果は，斬新なものである場合が多いた
め，大きな波及力を持つ。ひとたび正当性を獲
得した政策の模倣コストは極めて低い。

8．政府立法と議員立法
【発見事実 19】
公益法人制度改革の全プロセスは，相対的に

「計画的」であった。
公益法人制度改革関連 3法は，上述のよう
に，行政改革推進事務局が原案を作成し，関係
省庁との意見調整，与党の合意を取り付け，内
閣法制局の審査，閣議決定を経て，国会に提出

され，立法化された。他方，新公益法人税制法
は，財務省主税局が原案を作成し，そのあとは
3法と同様の手続きを経て，国会に提出され，
立法化された。したがって公益法人制度改革
は，政府立法による法改正であった。
以下では，この公益法人制度改革における

（1）参加者，（2）政策アクティビスト，（3）政
策形成の場，（4）問題，（5）政策案，（6）政
治，（7）政策の窓の開放，（8）市民団体のロ
ビー活動，全プロセスについて説明する。
（1）の参加者に関しては，内閣，大臣，行政
改革推進事務局，財務省，内閣法制局，官僚等
の政府およびその構成員がほとんどであった。
議員・国会の参加者は，自民党行政改革推進本
部，自民党税制調査会，国会だけである。市民
団体の参加者は，公益法人協会と「連絡会を中
心とする NW」のみであった。
（2）の政策アクティビストに関しては，前史
の橋本龍太郎首相，形成期の堀田力（さわやか
財団），実現期の佐藤慎一（財務省主税局）の
3名であった。彼らは，政策形成の進展ととも
に交替し，彼らの役割も全く異なっていた。前
史の橋本はもっぱら問題の認識・定義に，形成
期の堀田と実現期の佐藤は政策案の生成・特定
化にそれぞれ貢献した。
（3）の政策形成の場は，もっぱら政府によっ
て設定・活用され，それらの場は外部に閉じた
ものであった。すなわち，政府有識者懇談会，
関係府省連絡協議会，有識者会議（非営利法人
WG），政府税制調査会・基礎問題小委員会，
政府税制調査会・基礎問題小委員会・非営利法
人課税WG合同会議等の場のメンバーは，官
僚と少数の委員のみであり，議論の内容はほと
んどが非公開であった。
（4）の問題に関しては，前史にもっぱら政府
の首相によって，問題①（公益法人ガバナンス
の透明化）と問題②（行政改革のための公益法
人制度改革）が認識・定義された。公益法人制
度改革にとって最も重要な問題③（民間非営利
活動の促進）は，実現期にはじめて政府，議

255︶ Kingdon （2011）, pp.192-194, 小島（2003）, 
pp.39-40。

256︶ Kingdon ibid., pp.190-195, 小島 ibid., p.40。
257︶ Kingdon ibid., pp.192-194, 小島 ibid.。
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員・国会，市民団体の各参加者によって認識・
定義されたに過ぎない。
（5）の政策案に関しては，議員・国会による
①与党行政改革 PTの「公益法人の運営等に関
する提言」と市民団体による②民間法制・税制
調査会の最終報告書の 2つを除き，プロセスと
アウトプットの生成・特定化は，ほとんどが政
府によるものであり，総数も少なかった。政府
による重要なプロセスは，①行政改革推進事務
局の設置，②橋本大臣による国所管法人の点検
指示，③中間法人法の立法であった。他方，政
府による重要なアウトプットは，①政府による
4つの閣議決定，②公益法人制度改革関連 3法
案，③新公益法人税制法案であった。
（6）の政治に関しては，形成期と実現期の政
権（小泉内閣）は安定しており，政治の総数は
少なかった。
（7）の政策の窓に関しては，衝撃的出来事に
起因する問題の窓（KSD事件）と政府関係者
の交替に起因する政治の窓（小泉内閣の発足）
の 2つの大きな窓が開いた。
（8）の市民団体のロビー活動は，もっぱら政
府の外部で展開され相対的に「稚拙」であっ
た。
したがって全プロセスは相対的に「計画的」
であった。
【発見事実 20】
「NPO 法と寄付税制の改正」の全プロセス
は，相対的に「創発的」であった。

NPO法改正法は，上述のように，NPO議員
連盟・衆議院法制局・内閣府等が原案を作成
し，民主党・自民党等の各党の合意を取り付
け，議員によって国会に提出され，立法化され
た。他方，新寄付税制法は，財務省主税局が原
案を作成し，関係省庁との意見調整，与党の合
意を取り付け，内閣法制局の審査，閣議決定を
経て，国会に提出され，立法化された 258）。な

お新寄付税制法は，事例の作成に際して詳述さ
れたように，形式上は政府立法であったが，実
質上は議員立法であった。したがって「NPO

法と寄付税制の改正」は，全体としては議員立
法による法改正であった。
以下では，この「NPO法と寄付税制の改正」
における（1）参加者，（2）政策アクティビス
ト，（3）政策形成の場，（4）問題，（5）政策
案，（6）政治，（7）政策の窓の開放，（8）市民
団体のロビー活動，全プロセスについて説明す
る。
（1）の参加者に関しては，政府は内閣，首
相，財務省，新政府税制調査会，内閣府，議
員・国会は民主党，自民党税制調査会，NPO

議員連盟，再結成された NPO議員連盟，衆議
院法制局，市民団体は「連絡会を中心とする
NW」であり，政府，議員・国会，市民団体の
各参加者が広く分布していた。
（2）の政策アクティビストに関しては，前史
は加藤紘一議員，松原明の 2名，形成期は鳩山
由起夫首相，松井孝治議員，松原の 3名，実現
期は加藤，辻元清美議員，松原の 3名であっ
た。これら 5名のうち，加藤は前史と実現期
に，鳩山と松井は形成期に，辻元は実現期にそ
れぞれ活動し，政策形成の進展とともに若干の
交替がみられた。しかし松原だけは全史を通じ
て活動した。5人の役割は次の通りであった。
鳩山と松井は問題の認識・定義と政策案の生
成・特定化に，加藤は政治の生成・展開に，辻
元は政策案の生成・特定化と政治の生成・展開
に，松原は 3つの全てにそれぞれ関わった。
（3）の政策形成の場は，政府，議員・国会，
市民団体の各参加者によって広く設定・活用さ
れ，それらのほとんどの場は外部にも開かれて
いた。すなわち，政府によって設定・活用され
た地域戦略会議，「新しい公共」円卓会議，「新
しい公共」推進会議のメンバーは，議員や市民
団体の委員から構成され，議論の内容はほとん
どが公開された。なお市民公益税制 PTの議論
は非公開であったが，議論の内容は公開され

258︶ 議員立法の企画立案の詳細に関しては，橘
（2006）。
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た。
（4）の問題に関しては，前史に政府，議員・
国会，市民団体の各参加者によって問題①（民
間非営利活動の促進）が，同じく前史に市民団
体によって問題②（多数の NPO法人／少ない
認定 NPO法人の解消）が，それぞれ認識・定
義された。形成期に政府によって問題③（「新
しい公共」の実現）と問題④（地域主権改革の
推進）が認識・定義された。実現期には政府，
議員・国会，市民団体の各参加者によって問題
⑤（東日本大震災復興に関わる NPOへの支援）
が認識・定義された。このように政府だけでな
く議員・国会と市民団体の参加者によっても広
く問題が認識・定義された。
（5）の政策案に関しては，プロセスとアウト
プットの生成・特定化は，政府，議員・国会，
市民団体の各参加者によって広く行われ，総数
も多かった。このうち重要なプロセスは，議
員・国会と市民団体による①認定 NPO法人制
度の第 1～7回改正，政府による②深まる財務
省の税額控除への理解，および議員・国会によ
る③ NPO議員連盟による NPO税制部分「分
割して審議」の表明である。他方，重要なアウ
トプットは，政府による①閣議決定「2010年
度税制改正の要綱」，②閣議決定「2011年度税
制改正の要綱」，③新寄付税制法案，および議
員・国会による NPO法改正法案である。
（6）の政治に関しては，形成期と実現期の政
権（鳩山内閣と菅内閣）は必ずしも安定してい
たとはいえず，政治の総数は多かった。
（7）の政策の窓の開放に関しては，衝撃的出
来事に起因する問題の窓（東日本大震災の発
生）と政府関係者の交替に起因する政治の窓
（鳩山内閣の発足）の 2つの大きな窓が開いた。
（8）の市民団体のロビー活動は，政権の外部
だけでなく内部にも深く入り込んで展開され相
対的に「周到」であった。
したがって全プロセスは相対的に「創発的」
であった。
制度改革の全プロセスに関して，①相対的に

「計画的」な公益法人制度改革の全プロセス，
②相対的に「創発的」な「NPO法と寄付税制
の改正」の全プロセスの 2つの事実が発見され
た 259）。これら 2つの事実が示すのは，相対的
に「計画的」な公益法人制度改革は政府立法で
あり，相対的に「創発的」な「NPO法と寄付
税制の改正」は議員立法であった点である。し
たがって，命題 8が導出される。
【命題 8】
政府立法の全プロセスは計画的であり，議員
立法の全プロセスは創発的である。
公益法人制度改革と「NPO法と寄付税制の
改正」は，わが国における非営利法人制度改革
の 2つの先駆的な事例である。上述のように，
この 2つの事例のうち，公益法人制度改革は政
府立法による法改正であった。他方，「NPO法
と寄付税制の改正」は議員立法による法改正で
あった。
表 35は，発見事実 19と 20から導出された

命題 8の内容を要約したものである。以下表
35について簡単に説明する。
（1）の参加者に関しては，政府立法の場合，
政府の参加者がほとんどであり，議員・国会と
市民団体の参加者はわずかである。他方，議員
立法の場合，政府，議員・国会，市民団体の各
参加者が広く分布する。
（2）の政策アクティビストに関しては，政府
立法の場合，政策形成が進展するとともに大幅
な交替がみられる。他方，議員立法の場合，政
策形成の進展とともに大幅な交替はなく，全史
に関わるアクティビストも存在する。
（3）の政策形成の場に関しては，政府立法の
場合，もっぱら政府によって設定・活用され，
多くの場は外部に閉じている。他方，議員立法
の場合，政府，議員・国会，市民団体の各参加
者によって広く設定・活用され，多くの場は外
部に開かれている。

259︶ 「計画的」と「創発的」の用語に関しては，
Minzberg & Waters （1985）。
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（4）の問題に関しては，政府立法の場合，政
府によって認識・定義された問題が多く，議
員・国会や市民団体によって認識・定義された
問題は少ない。他方，議員立法の場合，政府，
議員・国会，市民団体の各参加者によって広く
認識・定義された問題が多く，政府のみや市民
団体のみによって認識・定義された問題も存在
する。
（5）の政策案に関しては，政府立法の場合，
プロセスとアウトプットの生成・特定化は，ほ
とんどが政府によるものであり，総数も少な
い。他方，議員立法の場合，プロセスとアウト
プットの生成・特定化は，政府，議員・国会，
市民団体の各参加者によって広く行われ，総数
も多い。
（6）の政治に関しては，政府立法の場合，形
成期と実現期の政権は安定しており，政治の総
数は少ない。他方，議員立法の場合，形成期と
実現期の政権は必ずしも安定しているとはいえ
ず，政治の総数は多い。
（7）の政策の窓の開放に関しては，政府立法

と議員立法のいずれの場合も，衝撃的出来事に
起因する問題の窓と，政府関係者の交替に起因
する政治の窓を含むかなりの数の窓が開く。
（8）の市民団体のロビー活動に関しては，政
府立法の場合，もっぱら政権の外部で展開さ
れ，稚拙である。他方，議員立法の場合は，政
権の外部だけでなく内部にも深く入り込んで展
開され，周到である。
したがって全プロセスは，政府立法の場合，

計画的であり，他方，議員立法の場合，創発的
である。
わが国の国会における法律の成立件数に関し
ては，政府立法で成立する法律は全体の 85％
である（成立率は 95％）。他方，議員立法で成
立する法律は全体の 15％である（成立率は
33％）。このうち，85％を占める政府立法で成
立する法律は，当然ながら実に多様である。他
方，15％を占める議員立法で成立する法律も決
して一様ではない。議員立法で成立する法律
は，①国会関係の法律，②特定の団体・業界お
よび特定の地域の法律，③議員の個人的考えに

表 35　政府立法と議員立法
政府立法 議員立法

政府の参加者がほとんどで，議員・
国会と市民団体の参加者はわずかで
ある

（1）参加者 政府，議員・国会，市民団体の各参
加者が広く分布する

政策形成の進展とともに，大幅な交
替がみられる （2）政策アクティビスト

政策形成の進展とともに，大幅な交
替はなく，全史に関わるアクティビ
ストも存在する

もっぱら政府によって設定・活用さ
れ，多くの場は外部に閉じている （3）政策形成の場

政府，議員・国会，市民団体の各参
加者によって広く設定・活用され，
多くの場は外部に開かれている

政府によって認識・定義された問題
が多く，議員・国会や市民団体によっ
て認識・定義された問題は少ない

（4）問題

政府，議員・国会，市民団体の各参
加者によって広く認識・定義された
問題が多く，政府のみや市民団体の
みによって認識・定義された問題も
存在する

プロセスとアウトプットの生成・特
定化は，ほとんどが政府によるもの
であり，総数も少ない

（5）政策案

プロセスとアウトプットの生成・特
定化は，政府，議員・国会，市民団
体の各参加者によって広く行われ，
総数も多い

形成期と実現期の政権は安定してお
り，政治の総数は少ない （6）政治

形成期と実現期の政権は必ずしも安
定しているとはいえず，政治の総数
は多い

衝撃的出来事に起因する問題の窓と
政府関係者の交替に起因する政治の
窓を含むかなりの数の窓が開く

（7）政策の窓の開放
衝撃的出来事に起因する問題の窓と
政府関係者の交替に起因する政治の
窓を含むかなりの数の窓が開く

もっぱら政権の外部で展開され，稚
拙である （8）市民団体のロビー活動 政権の外部だけでなく内部にも深く

入り込んで展開され，周到である

計画的である 全プロセス 創発的である
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もとづく法律，④広範な国民的支持のもとで超
党派的な賛成が望まれる法律，⑤政府立法より
議員立法によるほうが適当であるような法律，
⑤政策表明型（先取型・対案型）の 5つに大別
されるように，政府立法と同様，多様であ
る 260）。

このように政府立法と議員立法で成立する法
律はいずれも多様である。このような中で，非
営利法人制度改革に関するわずか 2つの事例の

参加者 命題１

発見事実１ 継続的な参加者と一時的な参加者の混在

政策形成
の場

発見事実５ 複数の政策形成の場の設定

発見事実６ アクティビストによる複数の場の重層的な連結

発見事実２ 複数の有力な参加者集団による政策形成の先導

発見事実３ 個人的な信頼を出発点とした組織間関係

発見事実４「目立つ参加者」と「目立たない参加者」の役割分担

参加者は，政策の実現に必要な資源を獲得するた
めに，組織間関係を展開する。

命題２ 重層的に連結された政策形成の場は，参加者によ
るコンテクストの共有を促進する。

問　題

発見事実７ アクティビストによる問題の認識・定義と理解の促進

発見事実８ アジェンダを構成する複数の問題の相互関連性の高さ

政策案

発見事実９ 前史における特定の政策案の融和

発見事実10 政策形成の進展にともなう新たな政策案の追加・洗練

発見事実11 ５つの存続規準を満たす政策案の生成・特定化による政策形成の進展

命題３
複数の問題が，全体として十分な内容を備えると
ともに相互に関連し統合されており，それらの解
決が多くの参加者によって支持される場合，政策
形成は進展する。

政策アク
ティビスト

発見事実15 複数の政策の窓の開放による政策形成の進展

発見事実16

命題６
政策アクティビストは，政策の窓の開放を認識す
るとともに，アジェンダ，政策状況，政治状況の
完全なパッケージを構成する。

命題４
特定の政策案の融和がなされ，新たな政策案が追
加・洗練され，最終的に存続規準を満たす政策案
が生成・特定化される場合，政策形成は進展する。

政　治

発見事実12

発見事実13

発見事実14 政治状況の全体としての当該政策へのプラスの影響

命題５

（1）政府関係者の交替，（2）政府内部の管轄争い，
（3）利益集団の活動，（4）国民のムードの変化から
なる政治が，全体として十分な内容を備えるとと
もに相互に関連し統合されている場合，政策形成
は進展する。

（1）政府関係者の交替と（2）政府内部の管轄争いの政
策形成への大きな影響

（1）利益集団の活動と（2）国民のムードの変化の政
策形成への一定程度の影響

アジェンダ，政策状況，政治状況の完全なパッ
ケージによる政策の実現可能性の高まり

波　及

発見事実17

新公益法人税制の新寄付税制への波及発見事実18

命題７ 先例は，同一の政策分野に波及する。

特定非営利活動促進法の公益法人制度改革関連３
法への波及

政府立法と
議員立法

発見事実19 相対的に「計画的」な公益法人制度改革の全プロセス

発見事実20

命題８ 政府立法の全プロセスは計画的であり，議員立法
の全プロセスは創発的である。

相対的に「創発的」な「NPO法と寄付税制の改正」
の全プロセス

図 11　新・政策の窓モデルの要素，発見事実，命題の相互関係

260︶ 西川（2000），pp.146-147，橘（2006），pp.144-
147。
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分析から，政府立法の政策形成と議員立法の政
策形成の特徴を析出することは必ずしも適当で
ないかもしれない。しかし，2つの先駆的な事
例から析出された発見事実，および発見事実か
ら導出された命題は，わが国において今後も継
続して行われるであろう非営利法人制度改革
を，政府立法あるいは議員立法のいずれかで進
めるに際して，有益な示唆を提供する。
図 11は，新・政策の窓モデルの要素，20の

発見事実，8つの命題の相互関係を示したもの
である。

追記：本稿は，①2012-2014年度 日本学術振興会 科学
研究費補助金 基盤研究（C）（研究課題／領域番号
24530418）「NPO法改正過程の組織間関係」（研究代表
者：小島廣光），②2013-2016 年度  基 盤 研 究（B）
（25285110）「コワーキングの価値創出メカニズム」（研
究代表者：平本健太），③2018-2020年度 基盤研究（C）
（18K01819）「非営利法人制度改革の組織間関係と協働」
（研究代表者：小島廣光）の 3つにもとづく研究成果の
一部である。
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