
社会システムの見地からの行政分析

小島光造

はじめに

51年に「日本的リソースマネジメント研究部

会」が発足し，日本におけるリソースマネジメン

トの本質的事項について研究を重ねてきたが，企

業活動，行政，防衛などの分野について， リソー

スマネジメントのあり方を個別に研究しでも，問

題解決には限界があり，社会システムの見地から

あらためてアプローチする必要のあることが，確

認されたのである.たとえば，企業活動において，

現今最も問題となっている中高年者を中心にする

ヒューマンリソースマネジメントにしても， r再雇

用 J ， rスピンオフ J ， r選択定年制」などさまざま

な対策が講ぜられているとはいえ，日本企業の独

特の構造的要因が厳しく作用しており，今後爆発

的に増大する中高年層に対する処遇としては，明

らかに限界があるし，社会システムの見地から抜

本的にメスを入れなければならない問題となって

きたのである.

行政についても同様で、あり，行政のリソース再

配分機能に関し，最近の赤字財政という事実とも

関連し，何をもってその効果を判定すべきかとい

う大きな問題が提案された.

財政の赤字を解決するためには，ゼロベース予

算，サンセット法，オンブズマン制度などの研究

も行なわれ，これらの制度の日本における実現可
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能性についても検討されたが，結局日本の行政に

おける政策形成過程には，きわめて独自性の強い

体質をもっているため，その本質的事項について

まず究明されるべきであるといった点が強調され

た.

そもそも行政は，よりシスティマティックな社

会システムへ指向すべきものとの観点に立っと

き，この面から逆にアプローチすれば行政の妥当

性が判定できるはずであるとの見解も生まれる.

本稿の趣旨もここにあるのである.

1. 行政分析の問題点

行政分析とひと口にいっても，実施には多くの

困難性があることも事実である.その主な理由と

して，つぎのものがあげられる.

(1)行政とは，そもそも実体として把握できな

いものがきわめて多く，さらに，そのプロセスに

は独特の権力構造を伴うため非公開の部分が多

く，実証的な分析を試みることはきわめてむずか

しい.

(2) 企業活動においては，経営分析の方法論が

発達し，ベクトル量で、はあるが一応計数的なもの

としてその適否が判定しうる. このようなこと

が，何とか行政においてもできなし、かということ

になるが，どのような規尺をもってすれば可能か

といった素朴な疑問も生まれることとなる.

このようなもろもろの事情もあり，行政関係の

論議としては，どうしても観念的な傾向に陥りや
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すし実体論としても，せいぜい制度的なものに

議論が集中されるにすぎなかったともいえる.し

たがって，日本の今後の行政に関してかくあるべ

しとする見解も少なく，さし迫った問題として財

政赤字をどうしてたて直すかといった議論が大勢

を占めているにすぎないのが現状であろう.財政

赤字が社会システムの見地からどういう意味をも

つのか，具体的にわれわれの生活とどう結びつく

のか，実体として明確にされないまま，財政再建

という大義名分のもとに，増税論だけが先行すれ

ば，一般庶民は反対するのは当然といえよう.

2. 社会システムに闘すQ命題

行政を社会システムの見地からアプローチしよ

うとする場合，どうしても壁につきあたるのが，

社会システムというものを，どのようにとらえた

らよいかということである.したがって， リソー

スの再配分という見地から，ここに，社会システ

ムに関しつぎのような命題を頭に画くこととす

る.

(1 )社会システムは，なんらかの力関係のバラ

ンスの上に成り立っているものであり，そこに活

力が伴って生成発展する.

(2) 力関係のパランスが崩れた時は，それを取

り戻そうとする力関係が必要である.その回復に

は，不文律としての自律作用もあろうし，時に成

文法を背景にした国家権力も必要なこともあろう

し，また行政による救済や指導も有効なこともあ

ろう.一一最悪の時には武力行使とし、う事態もあ

る.

ここで行政の守備範囲いかんという問題と結び

つけて考える時，対象分野をいちいち取り上げて

論ずることは困難であるが，このような命題から，

「行政がどうしてもしなければならないものは何

かJ ， r行政がしてはならないものは何かJ といっ

た上下限の枠付けだけはできそうである.これを

かみくだいて要約すればつぎのようになろう.

(1)行政がどうしてもしなければならないこ
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と.

a. 力関係のいちじるしいアンバランス(民間

の自律作用だけでは回復できそうもないアン

バランス)の監視と回復.

b. 民間の自由な活力の促進一一活力を阻害す

る要因からの自由.

(2) 行政がしてはならないこと

a. 力関係のバランスに悪影響を及ぼすような

こと.

b. 民間の活力を殺ぐような病根を植えつける

こと.

このような観点をもとに，以下とくに重要な問

題について，行政の実証分析を試みたいと思う.

3. 最近の目本の財政経済指標

行政をリソース再配分の機能からみる時，まず

最も基本的なデータとして，最近(石油シ醤ツク

以後)の財政・経済の主な指標を整理してみたい.

表 1 最近の財政経済指標 単位:兆円. ( )内%

|4咋 1 50年 1 51年|昨 1 53年 1 5伴

国家予算 ] 17.10] 21. 29] 24.50] 28.51] 34.30] 38.ω 

(対前年比) ](19.7)](24.5)](14.1)](17.4)](20.3)](12.6) 

国債

(内訳)建設

赤浮

国債残高

白白白川1.0 1 1.6 1 2・ 31 3.21 4.1 

国債/予算|(1 1 幻 1(25 幻 1(29 巾2 列|間的9.6)
赤字国弘 1(11 州5.4*13. 8* 14. 4)1 

国債費持 1(20 山2.9)1ロ6 叩9.3*お 7)
地方財政 117.412 1. 6125.3128.8134.31
地方債残高 112.0115.0118.0120.0125.0
名目 GNPI 町 1 169. 2 1削 4 1210. 6 1232. 0 

君事GNP 1 1 (3 幻 1 (5η1 (5.1)1 (4 的|
国債~Jp 1 1 (3.6)1 (4.3)1 (4.5)1 (5 判 (6.6)

(注) 国債地方債関係は予算上の概算

54年度は見込額
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ここで興味ある数字を若干拾ってみることとす

る.

(1)予算 1 兆円増加あるごとの名目 GNP伸び

率

50年; 2.2%/兆 51年; 4.2%/兆

52年; 3.1%/兆 53年; 1. 7%/兆

(2) 国債と地方債の残高合計を人口で、割ったも

の( 1 人平均どれだけ政府の借金をかかえて

いるか，人口 l 億として単純計算) (単位，円)

51年; 30万 52年; 41万

53年; 53万 54年; 79万

つまり老いも乳幼児もおしなべて，最近は l 人

平均80万円近い借金を背負っていることとなる.

4. 財政の社会システム(経済的)に及(~す効果

最近の財政膨張の大義名分の最たるものは，何

といっても景気浮揚である.つまり財政を通じて

の公共投資は，とくに不況期には，その事業を通

じて利潤と賃金の形で，関連企業と労働者にその

投資額に相当する所得増をもたらす.またこの所

得増はそれに限界消費性向を乗じただけの消費増

を生み，同様にして最初の投資による所得増は消

費の増加を媒介とし所得の増加波及をもたらすこ

ととなる.これがいわゆるケインズの投資乗数効

果である.この乗数効果として一般的にわかりや

すく普及しているが， GNP と雇用情勢(失業率)

であるので，これらと財政との関係に関し，最近

のものを拾ってみたい.

表 2 をみる限りにおいては，財政の規模はどん

どん膨張しているにかかわらず， GNPへの乗数

効果は相対的に減少しているし，失業率の改善に

表 2 財政の乗数効果(表 1 から計算)

年|名目 GNP/歳出 I =x I 財政伸び率|失業率
50 149.0/21. 2 7.06 24.5% 1.8% 

51 169.2/24.3 6.96 14.1 2.1 

52 191. 4/28.5 6.71 17.4 2.2 

53 210.6/34.3 6.13 20.3 2.3 

54 232.0/38.6 6.01 12.6 2.01 

1980 年 3 月号

も寄与していないことが明らかである.これには

いろいろな理由が重なっている.

(1 )財政の規模だけを大きくしても， リソース

再配分の途中のロスが大きければ，実際の投資的

な作用をするリソースがその割に大きくならな

い. (たとえば， 53年度の地方財政でみると，公務

員の給与，一般行政経費，公債費などの経常的な

ものが，全体の約60%) あるいは，いわゆる「財

政の物盗りゲーム」のため適正な投資の効果とし

て機能し得ないといったケースが考えられる.

(2) 投資的なリソースが，途中で寝てしまって，

乗数効果をもつまでにいたらない.たとえば，公

共投資が，一部の地主に対する土地代金などに多

く流れ (53年度ではほぼ25%) ，その土地代金が貯

蓄性向が強く，消費拡大効果に結びつかないとい

ったケースもある.

(3) 乗数効果を期待するには，何といっても民

間の活力をおいては考えられない.しかし，財政

支出の一部が，日本人の甘えの構造にだけ作用し，

このため逆に活力を殺いでいるようなことがない

かという懸念もないわけではない.

5. 国民の所得格差

行政の最大の期待項目として，国民の幸福追求

があげられる.国民の幸福とは，多分に主観的な

要素が強く，客観的に判断することは困難なこと

が多いが，その判断の資料のひとつとして所得格

差があげられる.これは，幸福に対する決め手と

して機能するものではないが，少なくとも力関係

のアンバランス要因としては重要な意味をもっ.

所得格差については， r生活白書」によれば，国~

の90%までが，中流階級であるとの意識をもって

いることが明らかにされているが，客観的な指標

としてはジニ係数が用いられているので，これを

主要な年度について比較してみたい. (ジニ係数が

大きければ，貧富の差が大きく，小さければ所得

格差は少ない)

表 3 からつぎのことがし、える.
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(1)勤労者の世帯としてみれば，高度成長期に

はジ ι係数減少の傾向にあったが，石油ショック

以後，若干増大気味なのは気になるところであ

る.

(2) 個人の給与だけをみれば，ジニ係数は一貫

して減少を続けてきたが，最近は横這いで定着し

たかにみえる.

(3) 農家世帯としてみれば， 20年前も今も横這

いで変わらないが，純農業所得だけをみれば，貧

富の識がますます大きくなりつつあるのは不気味

であり，行政作用がそうさせているとしたら，こ

れは護大問題である.

しかし農外務得のジニ部数が減少してきた{最

近はやや増大傾向)のは興味るる現象である.つ

まり，これは，農家所得の70%を占める農外所得

が，絡農業務得の格差と相殺し，結掲のところ農

家役帯としてのジニ係数減少に寄与しているもの

とみられる.

それでは，このジニ係数を国際比較としてみた
4 

ら，どうなるであろうか.

表4~みると，街といってもジユ採数の小さい

表 4 ジニ係数国際比較('750ECD 調査}

1 s I 米(西独|土iLZご
い抑制。判。 ωjo竺1 0. 4り竺 o・ 354
係数!税号制。判 ω1 0 判。吋 o mj&385 
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のは， 日，英，スエ乙ーデンである.しかしこの 3

醤は鰭擦が一様でない. s本以外の 2 鵠には，そ

れぞれ英麗掠，スニ弘{デン療が蔓慈しているも，

少なくとも日本病はその兆候はないとの観測が支

配的である.日本が，英国やスエーデンのように

病気合伴うことなくジニ係数が小さいのはなぜで

あろうか.ここでその獲庖を揮ってみたい.

(l)農業労働力人口が一貫して識りつづけ，逆

に一般勤労者の数が，労働力人口の90%近くにま

で増大し，その勤労者の賃金格差の減少が大きく

寄与している.

(2) 税引前と税引後のジニ係数の変化をみて

も，税制による所得トランスフア{効果は他の諸

国と大同小異(除ス品ーデン)で，特別に大きいと

は考えられない. リソ{ス再配分機能の税制の酷

からみる怒り fこおいては，行政作用としてのジニ

係数への寄与度は主意外に小さいことがわかる.

(3) 勤労者のジ品係数が，表 3 の通り非常に小

さしそれが留民全体のジニ係数減少に寄与して

いることは務らかであるが，これは政府の経済政

策が全般的な効果として寄与していることは高く

評価できるとしても，このように所得格差が小さ

く，しかも活力を失わないという事実は，きわめ

て控尽に催するところである.この本紫的なもの

は，日本人独特の業款でしかも強い組織活動体質

が大きく作用しており，直接的な行政作用による

影響は非常に少ないとみてよかろう.

8. 寵(公〉債の功罪

昭和10年頃，閥横購高が90億を突破し?と際，閤

債残高 100 惜危機説が唱えられたことがあるが，

それとのアナロジ…で，国費残高 100 兆危機説が

巷鰐にみられる.この 100 兆危機説については，

必ずしも根拠ある数字かどうか喪間である(日本

証券経済研究所が， 54年 5 月に，昭和60年の公債

発行残高を 129 兆と予醸し，その場合，金融機関

などによる引受可能額は，他の費券との関連でせ

いぜい 104 兆であろうとの見込みを示したことも

オベレーションズ・リサ目チ© 日本オペレーションズ・リサーチ学会. 無断複写・複製・転載を禁ず.



ある)にしても，果してどの程度まで許され，ま

た国債増発はどこにどのような影響を与えるかと

いった問題もきわめて関心のあるところである.

ここで，国債の相当部分が銀行などの金融機関で

引き受けられているとし、う事実と，当然その資金

源としての預金状況との関連を見逃すわけにはい

かない.日本人の租税負担率は，約20%で，他の

先進諸国(英37%，西独30%，米28%) に比べ非常

に小さいことは周知の通りであり，反対に，個人

の貯蓄率(対可処分所得)は，約24%と先進主要国

(英11%，西独14%，米日%)よりきわめて高いこ

とも大きな特徴である.この高い貯蓄率と国債引

受とは，裏腹の関係にあることは，最近の都市銀

行におけるつぎの表をみても明らかである. (日経

新聞調査)

年同金制)削
50 6.4 1.9 29. 7 

51 6.0 2.2 36. 7 

6.1 2.6 42.6 

4.9 1.9 38.8 

すなわち増加した預金の40%内外が国債として

吸収されており，結局外国で直接税金で吸い上げ

られる分を，日本では預金一国債の経路で財政に

結びついていることがわかる.これは眠っている

預金を活性化するとし寸意味で評価できるし，こ

れが民間の活力と結びついて乗数効果をもたらす

と，税収の自然増につながり，この帳尻は結局ど

こかで収れんするはずである.しかし，最近の税

収と国債発行額との比をみると，

対法人税収 l 対国税総額
50年 74% 254% 

51年 69% 229% 

52年 61% 198% 

のようになり，国債を増発してもその割に税収の

伸びがなし、(相対的な税収は減少)ことがわかる.

ここに国債発行の限界をみることができる.以上

の分析結果から，国債について総合的な見解とし

てつぎのものが得られることとなる.

1980 年 3 月号

(1)国債は，政府にとっては借金であるが，保

有している国民にとっては財産であり，日本政府

が健全である限り，その価値は失わない.

(2) 国民の貯蓄率が高く，それを国債で吸収す

ることは，民間の資金需要との競合がない限り大

きな問題はないにしても，社会システムの向上に

大きく寄与しなければ，結局その意義はうすれ

る.

(3)国債は所有する人の財産であるが，それが，

特定の層(たとえば富裕層)に偏っており，その返

済，埋め合せのために，一般の庶民が増税のうき

目にあうとすれば，結局それが貧富の差の拡大を

もたらし，社会システムとしてのアンバランスを

助長することとなる.

(4) 国債の増発が，なんらかの要因と重なって，

国民の対国債不信感をもたらし，その萌芽の兆が

若干なりとも顕在化するようなことがあれば，社

会システムを混乱に陥し入れるおそれがある.

7. おわりに一分析を終つての所見

以上で実証可能なもののうち，とくに重要な問

題をとりあげて分析を試みたが，ふりかえってみ

て，日本人古来の自然法的な活動のしくみが，実

に強いものをもっていることに気がついたのであ

る.日本人の価値意識構造としての甘えの構造

は，日本人の生活や行動の原点として切っても切

れないものであり，これは義理とか報恩などの自

制作用と一体となって，自律的な身内意識として

の秩序を形作ってきたものであり，またこれはき

わめて根強く日本人社会にしっかりと根を下して

民間の自由な活力の源泉ともなっていることがわ

ヵ、る.

ここに行政と民間活動とのかかわり合いにひと

つの示唆を与える(行政はこの民間の活力をパッ

クアップする方向として)ものを発見する.ひる

がえってこの甘えの構造を行政との関連で考える

時，行政に対しては義理や報恩が伴わないとした

ら，結局そこにはエゴイズムしか残らないといっ
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いる部分が予想外に多くないことに気がついた.

しかし「どうしても行政のなすべき」ことについ

ては，具体例としてあげるまでに至らなかった.

ここで新たな発想として， rもし行政がなかった

たらいし、過ぎになるだろうか.最近住民のニ{ズ

が多様化し，行政もそれに対応すべきとの声もき

かれるが，それがマジョリティの真のニーズなの

その場合，何が本当

に困るか，社会システムにいかなる損失をもたら

すかを分析してみてはどうであろうか.これによ

って「行政がどうしてもしなければならなし、」こ

とが，はっきりと浮きぼりにされると思うが，い

かがなものであろうか.

ら」ということを設想して，

か，このような性格の甘えから出ているものかを

適確に判定することが先決となろう.

ラマキ論が論議をよんでいるが，

そもそも福祉とは何かを実体として把握しないま

ま， リソースの配分が行なわれたとすると，逆に

日本人の活力を殺ぐ病根を植えつけることになり

はしなし、かを危倶するものである.本分析を通じ

日本人社会の秩序と活動に対し，行政の寄与して

よく福祉バ

日本人にとって

.グラフを楽しむ.

になるグラフです.線で結ぼれる 2 点は，も

とのグラフでは H-path(ハミルトン路)の両端点となっ

ています寺野隆雄・坂内広蔵)

今回も極大グラフの例です.いもづる式に列挙しま

す. max. non H-cycle (ハミルトン閉路)グラフとは，

自分自身では H-cycle をもっていないグラフですが，

線を 1 本どの場所につけ加えても H-cycle をもつよう

前号までの“グラフを楽しむ" 9 月号 534頁

11月号 647頁

12月号 747頁

禽

員)

/舟

ハミルトン閉路をもっグラフ

... 

h 

キキ

4・ 4

... 

: 1 ハミルトン路をもつグラフ

一
。

一
。

4‘ 
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