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はじめに

ドイツでは、政策形成のプロセスにおいて、複雑な問題解決の諸平面において、外部専門家

らによって構成される委員会や政策助言機関が様々な政策的助言をなしてきた。今日のような

変化の激しい時代の政策的対応において、とりわけ経済的危機の状況に際して、こうした政策

助言機関の機能を活用して効果的な成果をもたらすことが求められている。科学的政策助言の

機能のとして考えられるのは、実践的政策に対して、問題状況の展開の解決可能‘性を明らかに

しつつ、実践的政策の決定をある程度まで客観的に基礎づけ、内容的に合法化する機能である。

また、従来の政党政策上のプログラム軌道からの偏差を、党内的、党派の構成員並びに選挙民、

そして公共‘性にも関連づけて正当化するような諸機能である。最近のドイツの経済政策分野に

おいては、雇用と労働市場改革並びに人口構造の変化のもたらす諸影響にかかわる分野を中心

として活発な政策的助言活動がなされており、以下ではこれらの分野の事例を中心にして経済

政策と政策的助言活動における状況と課題を取り上げる。

1．政策助言機関の創設

ドイツでは、「五賢人委員会」とも称される『全体経済の発展の評価のための専門委員会』

(SachverstandigenratzurbegutachtungdergesamtwirtschaftlichenEntwicklung,SVR)によって独

立した形の科学的政策助言に関わる機関が創設された。SVRは1960年代の合理的政策という政

策秩序理念の枠組で生じたものであり、その中では、政策の科学化を推進しようとする強い傾

向が観察された')。委員会は、科学者達から構成され、ドイツ連邦の全体経済の現実を理解で

きるように説明し、その基礎の上に経済政策上の評価を提示すべきであるとされた。この科学

的基礎の上に、経済政策の計画可能’性と統御可能‘性は高められると考えられた。

持続的に高い失業、社会保障と国家債務における財政上の隙路は、従来解決不可能な政策課

題であり、この分野は門外漢が経済科学的関連を概観できるには複雑すぎ、まさにこの政策分

野において、政策決定の担い手は、専門家の専門的知識を用いて経済を操作することが出来る

と考えられた2)。

SVRの創設はLエアハルトが1950年代に、当時のドイツ首相アデナウアーに中立的な行為者

としての機関の創設を提案したことに始まる4)。ここには脱政治化された経済政策というエア

ハルトの理念が反映されていた。エアハルトの脱政治化の基本的‘思想は、当時の経済政策を巡

る科学的議論から供給されたものであり、そのようなものの代表的なものが1961年のハーバー

ト・ギルシュの合理的経済政策の基礎づけである4)。ここでは経済政策が置かれている客観的

な状況を専門科学的に正しく評価すること並びに設定された目的到達への正しい手段の選択と

いう2つの課題が焦点となっていた。経済政策状況の正しい評価は、それによって短期的にこ

の状況に反応しうるために、そして効率的な選択を通して目的到達への適切な手段を見いだす

ために用いられるとされた。このような観点を発展させたものとして『複雑な社会における合

理的な経済政策』というテーマに向けた詳細な論文集が1985年に出版された，)。ここでは理念

に合理的な経済政策の批判的導出と、それに続いて個別政策分野におけるそれぞれの合理的経

済政策の可能′性が探求された。
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2．科学的政策助言の機能

1990年代にドイツをはじめ欧米諸国において多くの政策分野において、持続的危機の状況が

現れたときに、この変更された諸条件に適応するために、様々な政策上の戦略が選択された。

その時々の国家的適応経路は、事実上の経過において、従来の説明原理では見通すことが出来

ないものとなっていることがしばしばであった。アイヒホルストとヴインテルマンは実証的観

察の中から、近年の様々な国の諸改革が成果をもたらす上での重要な決定因となったものとし

て2つの要素を挙げている6)。これまでの政党のプラグラムの発展経路からの離反（プログラム

的流動‘性、dieprogrammatischeFlexibilitat)と、伝統的な制度的手続き規則からの離反（制度

的流動‘性、dieinstitutionelleFrexibilitat)である。制度上の組織編成とプラグラム上の設定と

いう2つの側面に同時に着目し、統合された考察をなすことは、政策決定者に対して変更の方

向‘性並びに方向の変更の遂行可能‘性を測定し評価する能力を与えるものとなった。これらの視

点からみて様々に異なった適応戦略をなした国々の成果は、改革後数年を経過した後の諸改革

の締めくくりの段階で、重要な社会経済上の業績諸指標における明白に分岐した値を与える原

因となった。

また、科学的政策助言の有効‘性を高めるためには、政策行為者には、過去の政治的決定とそ

のもたらす作用に関する客観的な判断が要請される。この時に政策的助言の効率を高める要素

は、政治的学習(politischeLemen)のコンセプトである7)。それは過去の失敗から学び、，慣習的

となった政策的発展経路から離反する準備を条件付けるものである。政策助言は従来の事実に

対して新しい理念と見る方法を提供し、そこから政治的学習プロセスを可能なものとすること

によって、それ無しでは困難であっただろう諸改革にしばしば到達する。

政策的助言が効果的となるためにはさらに幾つかの条件が必要であるとヴインテルマンらは

指摘している8)。まず、第1に、科学的政策助言の内容は、政治的連結‘性をはっきりと示して

いなければならない。それは政策行為に対して出発点や移行経路を明示しなければならない。

第2に、伝達された内容はある種の科学上の基本コンセンサスを表現していなければならず、

具体化された十分な内容をもっていなければならない。これらの要素は政治的決定に正当‘性を

与え事実上の政治的転換可能'性にとって不可欠である。政策助言は政治家に、自己の利益と一

般的な利益とが調和するような状況にもたらさなければならない。

3．雇用政策と労働市場改革の領域における政策助言

ドイツの雇用政策と労働市場改革の領域では、公的並びに私的研究機関、大学、長期的に設

立された審議会、専門家委員会などにおいて応用経済研究と労働市場研究のための諸機関が存

在した。こうしたなかでこの分野においては、科学的分析と行為提案の広範囲に渡る内容的一

致が見られたにもかかわらず、当該分野における課題の克服に成功していなかった。

それに代わって実践的政策遂行の段階においては、制度内の限界的な制度改革を積み重ねる

戦略が遂行されてきた。しかしそれらの弥縫的改革では広範囲にわたる改革の必要‘性を充足さ

せることは出来ない。その限りにおいて、労働市場に関連した分野では、科学的知識と事実的

政治的遂行の間に明白な食い違いが存在し続けていた。

このことの理由としては政治経済学的な視点からの実現可能‘性の問題が挙げられるが、それ
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と並んで、第2の理由として、「政策的実現可能‘性の前提の欠如」ということが挙げられる。す

なわち、「経済的の望ましいとされる行為概念が、理論的並びに実践的関連枠から導出可能と

なる場合には、通常それに相応する制度改革実現のための政治経済的前提が形成される必要が

ある」，)のである。この分野でなされてきた政策助言は、経済学的視点から、雇用に対して最

も効果的となる制度的枠条件を提案しているが、ここではこれらの状態に到達するために必要

な移行プロセスが顧慮されていなかったのである。

アイヒホルストとヴインテルマンは、このような「望ましい状態への移行プロセス」には2

つの側面が関わると述べている。すなわち「現状における制度的出発条件」(dieinstitutionellen

AusgangsbedingungenimStatusquo)と「政治的交渉プロセスの制限」(dieRestriktionender

politischenAushandlungsprozesse)である'0)。前者は、「経路依存‘性」の意味において、政治的形
成可能‘性に対しても多かれ少なかれ強く制限を加えるものであり、後者は、制度的枠形成の遂

行にとって必須のものであり、諸改革は、その担い手となる行為者、その都度の党派的並びに

組織的基礎の受容なくして、そして最低限の公共における受容なくしては実現され得ない、と

いう事実と関連するものである。これらの理由から、経済政策助言の従来の形態のみでは、直

接的に実践的政策行為を導くことに至らなかったのである。

従来の経済研究機関と助言機関の諸研究に対して実証的に観察されたことは、これらの諸研

究に対しては、関係者並びにその幹部によって選択的に受容されたのみで、背景情報として、

せいぜい長期的かつ間接的にのみ政策決定に影響を与えてきたにすぎないということである。

このようなこととなった原因は、政策助言のこれらの形式においては、上記の「望ましい状態

への移行プロセス」の2つの側面がともに考慮されていなかったことによるものである。

赤-緑政権期においては、期限付き専門家委員会が、労働市場政策と雇用政策の助言におい

て中心的な意義を持つことになった。これらの委員会は、効果的な政策助言の諸前提にとりわ

け配慮することを重視するものであり、政治的プロセスのなかで効果的な制度的条件の構築を

目指すものであった。

「労働・教育・競争力のための同盟」(DasBiindnisfurArbeit,Ausbildungund

Wettbewerbsfahigkeit1998-2002)は独立した社会科学者と社会パートナーに近い研究機関を含み、

さらには『労働のための同盟』(DasBiindnisfurArbeit)との制度的結びつきを持つことを通し

て、他の専門的助言機関よりも、問題の分析と行為の推奨を、制度の移行の諸条件を顧慮する

なかで定式化し、政策行為者には政治的学習プロセスを喚起するなどの面に重点を置いてい

た'')。

しかしここでの試みは、連邦政府と社会パートナーの双方が、共通に観察された望ましくな

い諸要素に対して、より望ましい成果に向けられた総括をなし、その基礎の上で相応の帰結を

引き出すという手続きに関しては失敗していた。関与した党のそれぞれにとってはこのことは、

三面的交渉プロセスのなかで互いに譲歩をなす事を意味していた。ここでは自分たちのクライ

アントに対して正当化されねばならない潜在的な問題解決を共同で探求することに対して、現

状の政治的確認の擁護が最終的に優位していた'2)。

それに対して『ハルツ委員会」(dieHartz-Kommission))(『労働市場における現代のサービス

委員会｣）は、労働市場政策の改革とドイツ労働市場の部分的流動化への比較的複雑な政策変

更を定式化することに成功した。ここで成功をもたらした一因となったのは委員会の最高度に

多元的な構成であり、社会科学者、政治家、企業家、職業的「改変エージェント」（企業家的
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助言者）らから成り立っていた13)。異質のもとに設定された専門家委員会の作業とともに、労

働市場政策の領域において堅固となっていた改革に対する封鎖を、特殊な状況のなかで、壊す

ことに成功し、また革新的な改革の構成要素をもたらすことに成功した。そしてこれはそれ以

降に続く労働市場の領域における政治的アジェンダにも広範に強い影響を与えるものとなった。

しかしハルツ委員会の経験を一義的に成果をもたらすモデルと捉えたり、科学的分析に基づ

く効果的政策助言の実験と直ちに見なすことはできない。ここでの政策行為概念の分析的基礎

は、科学的探求の立場からは不十分な側面が多く、このことは改革提案が、現存する改革行為

の必要‘性の観点からは限定的な厚生の増加のみをもたらしたにすぎない点に結果として現れて

いる'4)。また、ハルツ委員会が見かけ上の成果をもたらした一方において、連邦政府がアジェ

ンダ2010の枠組の政策定式化の経過のなかで具体化し、そしてさらなる政党的手続きが求めら

れる重要な論争点に関しては、改革の余地が詳細に渡って残されたままになっている'5)。その

限りにおいて、政策助言のモデルとしてのハルツ委員会は、より強い改変の方向付けを持ち、

他の助言諸機関よりもより良い政治的決定の正当化に有効であったが、他方で、分析上の基礎

づけと問題解決の狭除化の観点から、明白な妥協を伴っていたということが出来るのである。

4．人口構造の変化のもたらす影響の領域にかかわる政策助言

ドイツは世界的に見て劇的な出生率の低下を最も経験した国の一つに数えられるにもかかわ

らず、それに対して具体的な対応処置が最も採用された諸国の内には属していない。このこと

は人口認識の政治的組み替えの状況に関する国際比較に具象化されている。国際的平面におい

てみると、人口上の課題を克服するための様々な制度的、全体戦略的、並びに政治分野に関連

した行動様式が存在し、それに関連した施策が幾つかの国においてなされてきた'6)。

それゆえこの分野においてドイツに関しては、人口学的課題に関する従来の不十分な政治的

取り組みはどの程度まで、非効率な政策助言の、そしてまた政策助言を与える委員会に関連し

た非効率‘性の帰結と見なされうるか、という問いが立てられることとなる。このことは同時に、

政策助言の健全なシステムと適切な評価を確立した場合、それを通して政策の効果は長期的に

改善されうるのか、という問いに答えることにもつながる'7)。

連邦議会における専門調査委員会、「人口的変遷一個別分野と政策に関するわれわれの高齢

化する社会の諸課題』(DemographischerWandel-Herausforderungenunsereralterwerdenden

GesellschaftandenEinzelnenunddiePolitik)の活動は2002年までに及ぶ3つの立法期

(Legislaturpe面ode)をまたがり行われた。それは第12立法期の1992年10月16日に結成され、第

14立法期(1998-2002)において、22人の党派的構成員と11人の専門科学的構成員によって構成さ

れた。この委員会の任務は、人口学的変化の帰結を探求し、最終的には特に高齢労働者の雇用

率を上昇させること、並びに社会保障システムの財政的基盤を確実にするための政策手段の推

奨を行うこととされた。本委員会は、直接に立法化を働きかけるものではないものの、科学的

政策助言を与える委員会であることを自認するものであった。

委員会の専門作業は特殊なワーキンググループによって行われた。作業分野はそれぞれの立

法期に特殊的な政策課題の方向‘性に沿って構成された。ワーキンググループを含めると12並び

に13立法期において、50人の委員会構成員と143人のワーキンググループ構成員から構成され

た。この専門調査委員会の活動は、1994年と1998年の2つの中間報告と2002年の最終報告にお
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いて出版された'8)。

『社会保障システムの財源調達における持続‘性に関する委員会』(Kommissionftirdie

Nac肋altigkeitinderFinanzierungderSozialenSicherungssysteme)は、2002年11月21日、連邦健

康・社会保障省によって開始された。連邦議会における調査委員会と対照的に、この専門集団

は連邦議会に属していないもっぱら外的な専門家（団体、科学、経済）によって構成された。

この委員会の任務は、社会保障すべての部門における将来に渡る財政を安定化させるための諸

提案を行うことであり、委員会の活動期間内においてテーマの設定に沿って外部専門家がその

都度招鴫された。2003年8月28日、最終報告が出されたが、ここから直接的な政治的帰結は生

み出されていない'9)。

2003年2月と9月の間に、社会保証システムの改革のためのCDUの『社会的安全最高指導者

委員会」(Herzog-Kommission'SozialeSicherheit')が、まさに人口上の課題に社会保障シス

テムを適応させるための最終提案をなした。SPDの側からこれに対応するような委員会として、

『市民保障プロジェクトグループ」が2004年3月3日結成され、最終回の2004年8月26日に最終報

告を出した。このプロジェクトグループは、連邦並びに州の専門家と科学者から構成されるも

のである。このプロジェクトグループの課題は、人口変化を必ずしも明示的には配慮しない公

的疾病保険の分野の改革の提案をなすことであった20)。

連邦議会委員会の最終報告の提案の後、各州レベルにおいても委員会が開始された21)。これ

らには、バーデンーヴェルテェンベルク、ヘッセン、ニーダーザクセン、ザクセンなどの州の

人口変化に関する専門委員会が挙げられる。またノルトラインーヴェストフアーレン、プラン

デンブルク、シュレースヴイッヒーホルシュタインの各州では、連邦の活動を補完するような

活動がなされ、内部専門家または外部専門家の利用によって州政策アクション計画の作成がな

された。

人口変化のテーマに関して以上のような集中的な取り組みがなされたが、その後の政治的実

践上の効果としてはきわめて限定的なものにとどまった。2002年に最初の最終報告が出された

後の唯一の具体的な政策的施策は公的年金保険の分野において持続可能‘性を高める要素の導入

を挙げることが出来るのみであった。

人口構成の変化というこの政策目的は2002年の赤-緑連立政権並びに2005年のCDU/CSU/SPD

連立政権のそれぞれの連立協定において内容の一部として取り上げられている22)。赤一緑期に

おいては高齢者の社会的地位にかかわってのみ人口問題に言及がなされたのに対し、2005年の

連立では明示的に人口問題が政策課題として取り上げられている。

これらの委員会の活動に関わり、効果的な政策助言の前提という観点からは、幾つかの考慮

されるべき点が存在した。この分野に関して最大の問題として「テーマの複雑'性」という問題

があった23)。4つの委員会において1511頁から成る報告書が出されたが、ここでは公的議論に

向けたテーマの選別がなされず委員会としての焦点を当てた指導像を練り上げることに失敗し

ている。どのような社会的目的を改革は目指すべきかが明らかにされなかった。そこから「年

金削減｣、「2階層的医療｣、「介護の窮乏｣、「人的資本」などへのテーマの限定が見られた。作

業の成果の立法への具体的作用は定義されなかったため、成果の中間的選別は委員会のテーマ

の根本的に重要‘性に関連したことではなく、日常の政策事象に依存させられるようになったの

である。
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ドイツ経済政策分野における政策助言活動をめぐって（石田一之）

おわりに

雇用と労働市場領域並びに人口変化を中心とした社会保障分野の領域における科学的政策助

言の事例は、政策改革の導出のために向けられた拡充された応用研究の蓄積にもかかわらず、

科学的分析と政策実践的な決定プロセスの問をつなぐことの困難‘性を示すものである。

これに対して、政策上の行為推奨の段階において、制度改革の唯一の最終地点を示す代わり

に、移行プロセスにおける改革経路を伴ったかたちでの政治経済的な実現可能‘性の諸条件を示

すことは改革の有効‘性を高めうる前提条件になることが示された。他方で、政策上の遂行可能

‘性を追求したとしても、科学的専門家的鑑定に基づいた望ましい目標値の実現に貢献していな

ければならない。

国際比較の観点を取り入れることは望ましい政策助言のあり方の条件を考える上で、さらな

る有効な視点を提供するものと考えられる。これに関してはオランダやスウェーデンの事例か

ら、科学的政策助言の政治的決定プロセスへのより強い制度化の例が報告されている24)。これ

らの国では委員会の活動と具体的な課題とのより密接な結びつきは助言機関の成果を高めるこ

とにつながった。スウェーデンでは、問題別に方向付けられた、科学者と政策決定者によって

占められる専門家委員会が構成され、実践的政策においてここでの認識の軽視が妨げられるよ

うに集中的な公的注意が向けられるなかで、科学的専門家的鑑定を配慮した効果的な政策助言

が遂行された。オランダでは、「中央計画当局」と「政府の政策のための科学的助言機関」が

改革構想の分析的に基礎づけられた評価のために併存しており、そこでの、科学、政府機関、

社会パートナー間の密接な結びつきのおかげで実践的政策の開始がなされた。

これらの諸国の事例では、高い名声のある科学的に独立した専門的鑑定と、諸改革の立法化

に重要な役割を果たす党派的あるいは社会パートナーの交渉専門委員会との一体的な遂行によっ

て、政策行為者が‘慣習的な政策並びにプログラム経路からの離反する能力が高められ、これら

の学習並びに改革プロセスの十分な正当化の能力も同時に高めているのである。
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