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1.研究背景 ①問題関心  
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 イノベーションの社会的正当化（尾田，2013） 

 新規性の高い事業は，既存の法システムでは違法である場合もある。 
 イノベーションの推進には補完的制度設計が必要であるケースが存

在する。企業はどのように政策に関与するのか。 
 例：ロビイングの結果，順調に普及が進む電動アシスト付自転車と， 

公道を走ることができないセグウェイ 
 隣接領域 
 科学技術イノベーション政策（とその評価研究） 

 ルールよりも予算（補助金・税制優遇等）に関連する政策が主（SciREX長岡PJ，
楡井PJ） 

 補完的制度設計の研究も近年始まっている（SciREX青木PJ,加納（信）PJ） 

 テクノロジー・アセスメント，デュアル・ユース問題 
 対象の相違：イノベーションは技術革新に限定されない 
 目標の相違：合意形成論は多様なステイクホルダーの動員や，市民によ
る熟議による民主主義の質の向上が目標，特にプロセスが重要。事業者
としては事業の存続が最低限のラインとして存在，プロセスだけでなく内
容の正当化ができるかどうかが問題。 

 



1.研究背景 ②本研究の課題 
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 規制と政治参加に関する研究群 
 事例研究，過程研究 （政策転換，特に規制緩和研究） 

 豊富な研究蓄積（秋吉，2007；深谷，2012），ただし，規制産業に傾斜 
 イシュー・セイリアンスの低い政策や規則でも，事業設計に大きな影響を与える

ことがある（京，2011） 

 構造研究，クロスセクション研究（利益団体研究） 
 辻中らによる大規模調査（辻中，1987；辻中・森；2010） 

 近年に至るまで，入手できるデータの制約が大きかった 
 

 民間団体が直接政治参加する方法の実態調査 
 政策形成に不案内な企業家に対して，見取り図を示したい 
 政治参加にどのような手法・選択肢があるのか，予想される制限や困

難にどのようなものがあるのか 
 
（１）省庁によって，（２）各種コミュニケーション・チャネルの使われ方
がどのように異なるか 

 



2. 既存の調査・研究 
①政治参加方法の類型 
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 対象者による分類 
 政治 

 政権党 
 野党 

 行政 
 トップ・ダウン（内閣） 
 ボトム・アップ（各省所管課） 
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経済・業界団体 

労働団体 

専門家団体 

市民団体 

学術・文化団体 

行政のみ 両方接触 政党のみ 非接触 

辻中・森(2010)，p.137の表6-1を元に作成 

 手法による分類（山本，2010） 

 インサイド 
 直接・非公開コミュニケーション

（ロビイング） 
 公開の場での討論（パブリック・ア

フェアーズ） 
 アウトサイド 

 マスコミを介して社会に訴えかけ
る 

 
 



2. 既存の調査・研究 
②コミュニケーション・チャネル 
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 省庁と民間団体の密接な結びつき 
 政策コミュニティ（飯尾，2007，pp.69-71） 

「政府の境界が明快でない」 「純粋な民間団体のように見え
るが，（中略）監督官庁が強い影響力を持っていることもある」 
「政策立案に際して関係者の意見集約を業界団体が行う，調
査業務を関連団体が行う」 

 そもそも，政策形成過程は省庁によって異なる 
 事例研究による類型化（城山・鈴木・細野，1999；城山・細野，2002） 

企画型・現場型・査定型・渉外型・制度官庁型 
 

 
→ 情報収集の方法も，省庁によって異なるはず 



2.既存の調査・研究 
③行政側からみた情報収集チャネル 
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区分 根拠 例示，備考 

重要政策に関する会議 内閣府設置法第18条-第36条 
 

中央防災会議，男女共同参画会議，経済財政諮
問会議 
総合科学技術会議の4会議。 

特別の機関（一部） 国家行政組織法第８条の3 
あるいは内閣府設置法第40条 

日本学術会議など8会議 

総理、副総理または官房長官を
構成員とする会議 

閣議決定，関係閣僚会議の決定
など 

教育再生実行会議など。 

審議会等 国家行政組織法第8条の1，ある
いは内閣府設置法第37条，第54
条 

審議会，審査会，調査会，委員会等の名称。 

懇談会等 法的根拠無し，主に各省の局長
級以上による参集 

懇談会，研究会等の名称の会合，審議会等で用
いられる名称を用いない。類似の会合に，調査研
究協力者会議（文科省）。 

委託調査 - シンクタンク等への発注により報告書がまとめら
れる。 

調べ物，ヒヤリング 省によって異なる 
 

地方支部分局や地方公共団体への調査依頼や
聞き取り調査。旧建設省，旧運輸省，旧文部省な
どにみられる。どの程度民間団体が含まれるか
は不明。 

パブリックコメント 行政手続法第38条～第45条 意見を公募する制度 

市民参加型の会議 公聴会については行政手続法第

10条 
広く意見を募るために開かれる会合（公聴会，コ
ンセンサス会議） 

直接コミュニケーション 法的根拠無し 行政担当者による直接，非公開のコミュニケー
ション 



3. 調査設計 
①調査対象と選定理由 
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 審議会等，懇談会等に着目する理由 
1. 第三者が観察可能なコミュニケーション・チャネル 
2. 継続的コミュニケーション 

 パブリック・コメント等は1往復のみ 
3. 政策形成プロセスの出発点 

 近年は審議会以外の手段も多用されるが，それでもなおボトム・アップの基本
的な選択肢 

 定義 
 審議会等 （基本的政策型・法施行型） 

 国家行政組織法第8条1項等に法的根拠がある 
 改廃するためには法律や政令レベルの変更が必要  
 委員の選任に内閣総理大臣や国務大臣の指名が必要 
 正当性確立のための手続きとして利用されることが多い 

 懇談会等 
 法的根拠がない，報告書にも法的効力はない 
 主に局長級以上の行政官幹部の名義で招集される 
 専門情報の収集手段として活用されることが多い 



3. 調査設計 
②既存の統計・調査と限界点 
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 審議会等 
 総務省『審議会総覧』各年版 
 内閣府「審議会委員等データベース」（行政職員用） 

 本会議のみで，下位の分科会や部会の委員は含まれていない。全体像
が把握できない 

 法律上「審議会等」に属する会合に限定されている。法的根拠のない懇
談会やその他の会議などは含まれていない。 

 懇談会等 
 統計はない，いくつか調査結果がある 

 富士経済(1985)の調査では，懇談会等の諮問機関296を確認。 
 総務庁 審議会等ガイドラインフォローアップ調査（1996；1998） 
 辻中（1985），金（1998），辻中・濱本（2009）等 

 機能的代替関係である各種会合を共通の基準で比較できな
かった 



3.調査設計 
③本調査の手続き 
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 日本の行政機関1府12省庁及び，これら中央省庁の外局， 
行政委員会で開催された合議制の会合 

 2001年1月1日から2013年3月31日の間に一度以上開催 
 会合名，主催省庁，会合開催日，会合回数（記載がある場合
のみ）を各省庁ウェブサイトから収集 

 除外された各種会合等，詳細は論文p.6 
 

 用語と定義 
 会合：「○○審議会」を１会合としてカウント 
 開催回数：第○回■■審議会 を1回としてカウント 
 サブセクション：A審議会B分科会のような下位の会合をサブセク

ションとしてA審議会（親会議）とは別会合としてカウント。審議会は
最大5階層の階層構造 



4. 調査結果 
①審議会と懇談会の活用状況 
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 4718の会合について57441回の開催情報 
 サブセクション単位の集計により，審議会と懇談会を比
較可能 

 懇談会等は年間約550会合が開催され，懇談会の比率
は年々上昇している 

親会議のみ サブセクション含む
懇談
会等

基本的
政策型

法施
行型

全種別
懇談
会等

基本的
政策型

法施
行型

全種別

2008 489 36 57 582 2008 554 583 283 1420
2009 470 37 59 566 2009 555 555 284 1394
2010 472 31 58 561 2010 565 527 279 1371
2011 471 35 64 570 2011 543 467 292 1302
2012 496 38 63 597 2012 550 456 281 1287

2008-
2012

1359 41 70 1470
2008-
2012

1627 1121 462 3210



 
4. 調査結果 
②省庁別の開催動向  
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 開催回数・懇談会比率によるクラス
ター分類 

 ウォード法（ユークリッド平方距離） 
 4クラスターに分類 

 分析上安定していたのは3クラスター 

 
 各クラスターの特徴 
1. 審議会多用 

 国交省，エネ庁，中小企業庁 

2. 懇談会多用 
1. 消費者庁， 

3. 両者使い分け・回数多い 
 経産省，総務省，厚労省 

4. 両者使い分け・回数少ない 
 農水省 

 
 

 

 
 
 



5. 形骸化の可能性の検討 
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 使い分けをしていない省庁は，単一の名称の会合に多
様な実態の会合を含めている可能性がある。制度と実
態の脱連結（de-coupling）。 

 片方のみを多用する省庁（第１，第２クラスター）の会合
開催期間を，使い分けをしている省庁（第３，第４クラス
ター）と，比較する 
 

懇談会等
基本的
政策型

法施行型

平均（日） 394.3 1152.3 2673.4
N 135 635 74

平均（日） 349.6 2388.5 726.7
N 166 2 3

平均（日） 445.2 918.5 1412.7
N 1652 1063 468

平均（日） 440.7 933.9 2626.7
N 358 117 45

第1クラスター

第2クラスター

第3クラスター

第4クラスター

 
 期間だけを見る限りでは，脱連
結仮説は棄却された。外形的
な違いはある程度実態としての
コミュニケーションの違いを反
映している。 

 むしろ，審議会と懇談会の両方
を使い分けている省庁の方が，
違いが緩やかである。 
 



6. 考察 
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 懇談会のみを開催する庁の場合 
 専門的見地からの意見交換は容易に行うことができる可能性
が高い。 

 ただし，その後の政策の正統化段階に関与し続けたり，既存
のコミュニケーション・チャネルを強化維持したい段階では，
審議会がないために制度上の後押しを得られない可能性が
ある 

 審議会が多用される省庁の場合 
 初期の接触が難しい 
 あるいは初期の接触が非公式な直接コミュニケーションに
よって行われるために，他社の動向が判別しづらい 

 コミュニケーション・チャネルを確立したアクターとそうでないア
クターとの間で意見の反映度合いに大きく差が付く可能性 

 



7. 今後の課題 
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 分析対象の拡充 
 他の会議体や，複数の省の合同会議等，データの拡充 
 本報告は開催回数・日時データのみ。委員データによる，審
議会と懇談会の使い分けられ方の更なる検討 

 

 データを転用可能な研究課題の探索 
 例）学識研究者の行政への参加の評価 

 行政への参加経験は学術研究に貢献しているか？ 
 行政に参加する研究者はどのような偏りがあるか？ 

 本研究のデータはwebで公開予定 
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