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第一章

問題設定

−公共政策からみる教育改革

第一節

基本的問題と課題 1）

1） 本稿は筆者が名古屋大学大学院法学研究科に提出した博士論文「公共サービ
ス供給における供給体制の多様化 −学校選択制と地域運営学校によるバウ
チャーモデルの効果−」を加筆・修正したものである。教育分野を対象とする
理論的考察を行った後、日本の学校制度を素材とした実証分析を順次発表して
いく予定である。
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1．供給の多様化による準市場の活用
現在、医療・福祉などの公共サービスをめぐるアウトソーシングは、
行政改革の大きなトピックの一つである。国・地方公共団体など公的機
関が直接行っている公共サービスの供給を外部に委託し、供給者間に競
争を生じさせることで、公共サービスの効率や質を向上させ、よりよい
公共サービスを供給できると期待されているからである。
公共部門に競争原理が働くよう、部分的に市場メカニズムを導入しな
がら公共サービスを供給する方法を一般に準市場と呼び、政府の直接供
給や民間の市場原理とは区別されている。今日的な準市場の意義は
1990 年代、主にイギリスの経済学者 J. ルグランによって提唱されてき
た 2）。
ルグランによれば、準市場とは、顧客をめぐって競争する独立した供
給主体がいるという意味では市場に近いが、財やサービスを購入するた
めの費用は、基本的に利用者ではなく政府によって賄われるという点で
市場とは異なるものと説明される。さらに利用者に対しては、政府の予
算や基金、あるいはバウチャーといった形で財やサービスが提供され、
それらの選択権も与えられる。そのため準市場によって、利用者の購買
力の差、すなわち不平等を作り出さずに公共サービスを提供することが
可能であり、基本的には平等主義的な仕組みであると述べる 3）。
また、公共サービス供給のあり方をめぐっては、単に民営化や民間委
託といった供給主体のアウトソーシングだけでなく、サービスの利用者
に対して選択権を与え、利用者のニーズに応えることで満足度を高める
方法もまた重要である。利用者の選択によるサービスの成果やその評価
が、行政責任や供給現場での競争原理を補完し、再び政府と供給主体の
改善へと促すサイクルを作り出すことも必要だからである。
さらにルグランは、よりよい公共サービスのための手段として、4 つ
の方法（①信頼モデル、②命令・統制モデル、③発言モデル、④選択・
競争モデル）を組み合わせることが必要であるとも述べている 4）。
2） 初期のものとして Le Grand［1991］、Le Grand, J. and Bartlett, W.［1993］が現
在でも比較的多くの文献で紹介されている。以下では、彼の近年までの議論を
まとめた著作である Le Grand, J.［2007］および［2003］を参照する。
3） Le Grand［2007］, p.41。
4） Le Grand［2007］, pp.14-15。①「信頼」モデルとは、専門職のサービス供給

176

公教育におけるバウチャー制度導入の効果（1）（石垣）

特に、その中でも、「選択・競争モデル」は公共サービスの供給に準
市場を導入した方法であり、準市場における「利用者の選択」と「供給
主体の競争」という自律的原則が他のモデルの短所を補い、よりよい公
共サービスを提供できると主張している。他の三つのモデルに欠けてい
る点は、どれもサービス供給主体の動機付けを適切にコントロールでき
ないという点にあるとされるが、
「選択と競争モデル」を導入することで、
供給主体の利己的で悪意のある行動を監視し、同時に不正や恣意的な操
作による不公平を是正できると主張する 5）。かくしてルグランは、
「選択
と競争」が公共サービス提供において「もう一つの見えざる手」として
機能し、よりよい公共サービスを達成する手段となると述べている。
このように公共サービスの改革においては、サービス供給のアウト
ソーシング化ないし、供給主体の多様化の動きと相まって、上記のルグ
ランに代表されるような公共部門に準市場を導入することで、よりよい
サービスの提供を可能にするという議論に注目する必要があるといえ
る。実際に、国内でも介護保険などのサービスで準市場が導入されてお
り、今後、医療や教育分野においても準市場のアイデアが採用される可
能性は少なくない 6）。
しかしながら、準市場によって実際に、よりよい公共サービスの提供
を期待できるという結論、あるいは期待できないという結論を、現在の
研究状況では明確に導くことは難しい。準市場は未だ導入事例によって、
分野によって、あるいは研究者によって、その評価がまちまちなアイデ
アである。そのため、今後もさらなる理論的・実証的検証が加えられる
必要があると思われる。
者が利他的動機に基づいて最善のサービスを提供するモデルであり、②「命令・
統制」モデルは、数値目標などの成果主義を用いてサービスの水準を向上させ
ようとするモデルであり、③「発言」モデルとは、利用者の参画（参加・協働）
によってより満足度の高いサービスを提供できるモデルであり、④「選択・競
争」モデルは、準市場を用いてサービスの質の向上と効率化を動機付けようと
する。
5） Le Grand［2007］, pp.36-37、pp.42-46。他方で、彼は選択と競争モデルが効果
を発揮したり、デメリットを抑制したりするためには多くの成立要件を満たさ
なければならず、供給主体と利用者の双方に対して様々な手立てを必要とする
という点についても注意深い検討が必要だと述べる（Le Grand［2007］, pp.4662）。
6） 近年の公共サービス改革の論点をまとめたものとして、後房雄［2008］およ
び［2009］を参照。
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このような現状に関して、近年、日本においても準市場に関する多様
な理論的・実証的研究がルグラン等の議論を踏まえながら行われてい
る 7）。もっとも、それらの研究はまだ始められたばかりであるため、国
内の事例についても様々な角度から、その効果を精微に検討する必要が
あるだろう。よりよい公共サービスを実現する手段として準市場が優れ
ているかどうかを検証することが筆者の基本的な問題意識である。
さらに、
準市場が「もう一つの見えざる手」として機能するために、
「選
択と競争（利用者の選択と供給主体間の競争）
」が重要ならば、二つの
仕組みそれぞれを検討する必要がある。とりわけ行政研究としては、準
市場に内在するとされる「供給主体間の競争」という自律的メカニズム
は、利用者の選択に加え、今後の公共サービス改革を議論する際の最も
重要な研究課題の一つであると考えられる。
なぜなら、よりよい公共サー
ビスを提供するために必要な供給主体の条件が明確になれば、他の公共
サービス分野への応用が期待できるからである。他の公共サービス供給
主体への適用可能性を念頭に、供給主体間の競争や統制に注目し、供給
主体の活動によって生じる効果についての考察が必要になる。
2．教育における準市場（教育バウチャー）
上述したような公共サービス供給のあり方（供給体制）を多様化させ
るという発想は、学校教育の現場にも次第に有力になりつつある。それ
らは、単に公立学校を私立学校にするという供給主体の違いを作ること
でよりよい教育（サービス）を目指すという意味ではなく、市町村が管
理する公立学校の運営方法を多様化する主張として注目されている。
とりわけ、公教育における改革の側面は、義務教育段階での学校選択
制の採用と学校の特色化や経営形態の規制緩和によって、供給主体（学
校）間の競争意識を高めながらよりよい教育を作り出そうとする動きと
して捉えられる。教育分野においても準市場をテーマとする改革の方向
とは無関係ではない。公教育において、利用者の選択と供給主体間の競
7） 2008 年発行の「季刊社会保障研究」では、国内の準市場をテーマに医療・
福祉・教育分野等の実証研究を特集している（圷洋一［2008］、遠藤久夫［2008］、
小塩隆士・田中康秀［2008］、京極高宜［2008］、駒村康平［2008］、佐橋克彦［2008］、
鈴木亘［2008］、狭間直樹［2008］）。
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争を基とする供給体制は、
「教育におけるバウチャー（制度）」と呼ばれ、
準市場を用いた供給方法の一つであると考えられている。
教育におけるバウチャーとは、利用者の選択権は「親の学校選択」と
いう形で体現される。一方、供給者である学校に対しては、より多くの
経営裁量を認めることにより経営の多様化を促し、供給者間に競争環境
を生じさせることによって、よりよい教育の提供を目指そうとする。た
だし、
教育分野には他の公共サービスとは異なる面が少なからず存在し、
その制度設計や供給プロセスに関しても考慮すべき点は多い。そのため
教育バウチャーとは、あくまで政府の関与を前提とした上で、利用者の
選択の自由と供給間の競争を促し、教育効果を図るための仕組みであ
る 8）。
このような教育におけるバウチャーは、1980 年代からチリやイギリ
ス、アメリカ、ニュージーランドなど諸外国において本格的に導入され、
実践的な成果が報告されている。それら実証研究や報告書の中では、バ
ウチャー導入によって学力の向上、貧困層への援助、人種的融和などの
プラスの効果が見られる一方で、学校間格差の拡大や富裕層の一校集中、
地域的な効果に差が出るなどのマイナスの効果も示されており、バウ
チャー導入後の評価は一様ではない。
また、日本の公立学校おけるバウチャー制度の実施状況は、2000 年
のはじめに一部の自治体で学校選択制度が導入され始めたばかりであ
る。そのため、導入後の実践的成果の検証は多くない。さらに、日本の
学校選択制度は、後述するように実施に際して格差の抑制や公平性の確
保などを目的に様々な制限が伴っており、制度や運用を含めた情報が広
く公開されておらず、導入の効果を具体的に把握できていないのが現状
である。
8） 経済学者の小塩隆士・田中康秀によれば、教育と他の公共サービスとの違い
を次のようにまとめている。1. 家庭の社会的属性により階層性を帯びやすく利
用者の分断や選別が進むという点、2. 供給主体が利用者に一方的に関与するの
ではなく、利用者の活動も教育の成果に影響を及ぼすという点、3. 規模の経済
性が伴うため、利用者が少ない学校にとって単純な予算配分は不利に働くとい
う点である。この他にも、供給主体の参入・退出が容易でない点や、教育の結
果が外部効果を生み出すという点なども考慮に入れると、制度全体の効率性の
向上だけでなく、格差の是正など公平性の観点からも評価が必要になってくる
と説明している（小塩・田中［2006］、pp.59-61）。
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したがって、わが国の実施状況や評価を各国との比較の中に組み込む
ためには、国内の学校選択制が学校教育にどのような影響を与えている
のかという問題について詳しい検証を行う必要がある。これはもとより
教育における供給方法の多様化が生み出す効果の違いを検証するという
ことでもある。
3．小括
以上、公共サービスの中でも教育分野に焦点を絞り、教育における準
市場の効果（教育におけるバウチャー制度）について考察するにあたり、
それが優れた供給方法であるのか、また実際にどのような効果を出して
いるのかを検証するため、
本稿では具体的に次の二つの課題を設定する。
一つは、日本での学校教育へのバウチャー制度の導入が、現段階にお
いて、プラスの効果やマイナスの弊害を含め、どういった成果を挙げて
いるのかを検証することである。
もう一つは、実際にそれらの制度が、学校教育としてどのように供給
されているのかという運用面の問題である。教育バウチャー制度と一言
で言っても、様々な形態が取られるが、どの形態がより効果的であるか
という点を詳しく調べなければならない。
これらの課題を考察するために、本稿では、日本の学校制度の特徴を
直営、分権（委託）
、バウチャーという三つの供給体制のモデルに区別
した上で整理する。そして、これら三つのモデルから、現在の学校制度
改革の位置づけを行う。学校制度が直営から委託、そしてバウチャーを
モデルとした供給体制へと改革が進められている点について詳しく説明
する。
なお、
公共サービスの供給制度を説明するために、あらかじめアクター
を設定しておく必要がある。行政学者の E.S. サバスや児山正史らは、
公共サービスの供給構造を分析する際に、行政を「政府」と「供給者」
という二つのアクターに分け、
加えてサービスを受容する側の「利用者」
という三者の関係で捉えている 9）。本稿においても、「政府」、「供給者」
9） Savas, E. S.［2000］、児山正史［2004a］
［2004b］を参照。
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および「利用者」という区別を使用する。
「政府」とは、供給者を統制し、利用者を編成する公的機関である。
学校教育においては具体的に、中央官庁、地方教育当局、教育委員会な
どを指す。
「供給者」とは、政府の管理を受けながら利用者に直接サービスを供
給する機関である。供給者はサービス実施に関する一定の裁量や自律性
を持ちながら対応する。ここでは主に、学校を想定している。
「利用者」とは、公共サービスを受ける人である。消費者ともとらえ
てよいが、実際に購入し消費する権利のある人と、サービスを受ける人
が異なる場合があるので、まとめて利用者という語を用いる。学校教育
では、子どもや保護者（親）を想定している。

第二節

日本の学校教育の供給体制

1．公共サービスとしての学校教育
本節では、公共サービスの供給体制の違いという視点から学校教育を
整理する。
公共サービスに関する代表的な考え方の一つとして、
「価値財」とい
う分類がある。
価値財とは、本来ならば私的に供給することもできるサー
ビス分野だが、いくつかの行政的見地から見ると、どちらかといえば政
府が供給した方がよいとされるサービス分野である。価値財には、例え
ば福祉サービス、医療サービス、保育サービスなどの対人サービスが含
まれている。そして、教育サービス、その中でも特に義務教育制度のよ
うな公教育は、典型的な価値財の一つに挙げられる 10）。
10） ウィルダフスキーは、1976 年の論文において、価値的にみて必要とされる
財（merit wants）の提供が、公共政策の中に広く入り込んできていると指摘した。
「価値財（Merit goods）」とは、本来なら市場を通じて提供できるが、公益上
の観点から、政府が提供した方がよいとされる財である。
価値財への政府関与を正当化させる根拠はいくつか考えられる。一つは、あ
る程度集団で消費する方が正の外部性を生み出す場合である。典型的に教育な
どは、集団で行うことで効率が増し、かつなるべく多くの人が教育を受けるこ
とによって、社会全体の価値が向上するといった外部性を生み出すことができ
る。第二に、権利的、道徳的、社会的観点から市民全体が財を享受したほうが
よい場合である。第三には、利用者（時には生産者）らが財の消費生産につい
て適切な判断力を持っていない場合である。第四として、基本的な価値の保障
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本稿における公共サービスの供給とは、主に価値財の提供を想定して
いるため、その条件を次のように限定する。
まず、財源のほとんどを税金によって賄っているサービス（いわゆる
民営化事業を除いた公共サービス）である。かつ、ハード面の設置・提
供だけで業務が完了するサービス（例えば公共事業や政府販売など物的
な建設・販売等）を除いたサービスである。つまり、例えば対人サービ
スなどを議論の主な対象として想定できる。学校教育もこの範疇に該当
する。
価値財としての学校教育は、利用者（親・子ども）のニーズを、学校
選択制という形でどのように導入し、それをいかに維持運営するかが、
改革の論点になっている領域である。また、利用者の選択と同時に、供
給者（学校・教職員）の活動がどう改善されるのかという点にも注目で
きる領域である。本稿で扱う学校教育におけるサービス向上のための制
度や施策は、行政改革、および公共サービス改革と共通する課題を多分
に持っていると考えられる。
さらに学校教育は、サービスの供給形態が多様かつ大規模に存在して
いる。例えば、義務教育段階の小・中学校制度では、教育活動のほとん
どが教育委員会の直接の統制によって実施される供給制度となってお
り、子ども・保護者ないし学校の自由度は共に小さい。高等学校制度で
は、子ども・保護者の選択が認められている一方で、学校による入学者
は損なわれてはならないというパターナリスティックな議論がある。
とはいえ、価値財の提供は、財の性質から見てアプリオリに決定されるもの
ではない。政府がどのような価値財をどの程度まで提供するかは、国ごとの政
権、あるいはその時々の政治が判断し決定することでもある。
また、政府による価値財提供の拡大後しばらくして、
「利用者主権」や「NPM」
といった、政府活動の広がりに修正を加えるような動きも広まりはじめた。こ
れらは、政府による価値財提供の方法を改めようとする考え方である。例えば、
利用者主権とは、公的費用による財やサービス提供を維持しつつ、利用者の選
択を認めようとする考え方である。NPM とは、同じく公的な負担を維持した
ままで、政府自らが一律に供給に乗り出すのではなく、多様な供給主体や供給
方法に委ねようとする考え方である。
いずれにせよ先進各国において、行政改革が進められる現在の状況に照らせ
ば、政府活動において拡大か縮小かという議論の対象となっているのは、価値
財の提供をめぐってである。本稿で取り上げる対人サービス分野、その中の教
育サービスは、まさに価値財の理念に基づいた中心的部分を成すサービスであ
ると考えられる。（Wildavsky［1979］, pp.155-183。この他に Savas［2000］, pp.5761、Savas［1987］, pp.52-55、 ス テ ィ グ リ ッ ツ［2003］、109 頁、 駒 村［2004］、
223 頁を参考。）
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への選抜も認められているため、子どもの格差がそのまま学校の格差と
して固定、拡大しやすい制度である。そして大学の段階では、子ども・
学校双方の選択と競争を前提とした供給制度であると考えられる。
2．価値財供給における政府関与の方法
公共サービス、特に価値財の供給体制を分類する手法はいくつか考え
られる。本項では、政策手段ないしサービスの供給方法について議論し
ている西尾勝、E.S. サバス、L. サラモン、R. ダニエルらの議論を紹介
する。
まず、「政策の実施手段」について、政府か民間かを端的に議論して
いるのは西尾勝である。西尾は、C. フッドの直営か委託かという議論
を援用して、「直営と委託の選択を規定する要因」なる指標を二つ定め
ている 11）。一つは、
「業務内容の不確実性の程度」が高いか低いかという
基準と、もう一つは「その業務を受託する意思と能力を持った民間専門
業者の数」が潜在的に多いか少ないかという基準である。二つの指標に
より、不確実性が高く独占的なサービスとして国防・外交・警察・防災
サービスが当てはまり、不確実性が低く競争的なものには、廃棄物処理・
建設・文書印刷などのサービスが区分される。同様に不確実性が高く競
争的な場面では、計画立案・保健等が当てはまり、不確実性が低く独占
的な分野では水道・電気・ガス供給などが該当する。
この「不確実性」と「独占・競争」という基準は、政府と民間の区分
を扱う際にわかりやすい分類法である。しかしながらフッドによる分類
は、
公共サービスをその性質によって分類することはできるが、公共サー
ビスを提供する手段を区分けすることができない。
この点、公共サービスを提供する手段という視点から整理したのが、
アメリカのサバスによる研究である。彼は 1987 年の著作において、公
共サービスの民営化の実施手段をめぐって、政府と民間の供給方式のパ
ターンを考案し分類した 12）。
サバスはまず、供給方法のアクターである「編成者」、
「生産者」、
「消
費者」の三者は、それぞれ政府機関か民間企業か、あるいは個人かを問
11） 西尾勝［2000］、53 頁および、Hood, C.［1986］, chap.4。
12） Savas［1987］, chap.4。
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わないことを前提とした上で、
財の供給モデルを例示した。すなわち、
「政
府直接サービス」
「政府購入」
「政府間協定」
「契約」
「独占的営業権」
「補
助金」
「バウチャー」
「民間市場」
「ボランティア」
「自助」の 11 種類で
ある。この分類の利点は、個々の供給方法が具体化されて特徴が明確に
なるため、各々がどのような財を供給するのに適しているのかを議論し
やすい点にある 13）。
サバスはその後、2000 年の著作において、これら 11 の供給モデルの
枠組みを作り、サービスの供給方法を整理している。そこでは、「だれ
が財（サービス）を編成するのか」と「だれが財を生産するのか」とい
う主体の違いで供給方法が分類されている 14）。
サバスのアプローチは、サービスの編成者・生産者の違いに公的な主
体か、私的な主体かという二つの基準を用いているが、このような分類
により、具体的な供給方法の違いがアクターの関与の仕方によって区別
できるようになる。つまり、生産と編成およびコントロールのあり方が
供給手法の違いを作り出すのである。したがって、
サバスの主張は、様々
な財やサービスは、政府だけでなく民間ないし市民によっても供給され
るのであり、それらが財の性質によって適切に配分されるべきであると
いうものである。このことからも、サバスのアプローチは、政府活動の
アウトソーシングを前提とした実施手段の検討に深い係わりをもってい
る分類法であるといえる。
ただし、このようなアプローチでは、あくまで多様な財・サービスの
中から何を民間に移すべきかといった、供給主体の分類が基本的な論点
となっている。このことは、対象となる財やサービスの中には、民間で
できるものは民間でといった対象自体の選択が議論となる要素が多く含
13） 例えば、容易な管理方法という点で利点があるのは、政府直接サービス、バ
ウチャー、民間市場、ボランティアであるし、多くの潜在的供給者を必要とす
るのは、契約、バウチャー、民間市場である。サバスは、それぞれの供給手法
に対し、
「供給管理の簡素性」
「潜在的供給者の必要性」「効率性・有効性の促進」
「規模の経済性」
「費用便益関係」
「消費者の応答力」
「詐欺に対する耐性」
「再
分配性」
「他の目的との併用」
「公務員雇用の限定」という指標で特徴を評価し
ている。（Savas［1987］, chap.5, p.108, table5.2）
なお、このようなアクターを三者に分けて整理する仕方は日本においても、
山本哲三や真山達志によって提起されている。
（山本哲三［1994］、19 頁、真
山達志［1991a］、231 頁、真山［1991b］、21 頁。）
14） Savas［2000］, p.66。
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まれることになり、政府が主として関与すべきである「価値財の供給方
法」について、
より詳細な枠組み設定を提供できないという問題が残る。
また同時に、政府活動を外部化した後の運営・管理方法について具体的
に考察する試みは手薄となっていることからも、政府が関与する供給方
法の全体的な効果を検討するという観点では、相対的にマクロな整理と
なっている。
そこで公共サービス、より厳密には、政府の関与が大きい価値財に的
を絞った供給方法の分類が必要となる。以下では、政府活動のアウトソー
シングをテーマに、より具体的な供給方法に関心を寄せているサラモン
およびダニエルらによる整理を取り上げる。
サービス供給の多様化、多元的状況をより一般化して整理しているの
が、序論においても触れたサラモンらの「第三者政府」論である。
「第三者政府」とは、ある政策目的の実現に向けて、非政府職員に相
当程度の公的権限や資金行使の裁量を持たせながら執行に当たらせる制
度である 15）。代表的な論者のサラモンは、それまでの福祉国家理論が政
府と非営利組織とが相互に排他的な役割しか担っていないという従来の
主張に対して、政府と非営利組織とが協同している面を強調する。サラ
モンによると、政府活動の実態は、政府機関の枠を超えて政府でも企業
でもない第三者政府を巻き込んでいると指摘する。そして、その実態の
描写のためには、実際に用いられる政府の様々な技術や「道具」につい
てより注意深く検討する必要があると主張する 16）。
そこでサラモンを中心とするグループは、
『政府の道具』と題する著
書において、政府のサービス実施手法の性質を網羅的に検討してい
る 17）。すなわち、直接供給、公営企業、経済的規制、社会的規制、政府
保険、広報活動、課税・許認可、契約、委託契約、補助金、公債・債務
保証、租税支出、バウチャー、賠償責任という 14 種類の手法である。
総じて、サラモンらによる分類は、政府活動のマクロな政策手法を扱
15） Salamon, L. M.［1995］, p.41。第三者政府論を紹介している研究として、水谷
利亮［1995］［1996］、田中健二［1999］を参照。
16） Salamon, L. M.［1989］, p.11。
17） Salamon, L. M. ed.［2002］。
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うものとは異なり、既に特定の目的・分野やリソースが設定された条件
の下で、それらをどのように達成し配分するかについて、より具体的な
整理を試みるアプローチである。民営化の是非を問う議論や民営化の手
法には踏み込まずに、あくまで政府が関わるサービスの実施や供給コン
トロールといった管理手法にテーマを限定する。その意味では、どのよ
うにサービスを民営化あるいは外部化するかといったアウトソーシング
の入り口段階の議論から、外部化された後にどのようにサービスを管理
運営するかという問題を扱っているといえよう。そして、管理運営局面
における具体的ツールの性質を比較検討する枠組みを加えることで、
個々の道具を、特定の行政分野と関連させない操作可能な概念として浮
かび上がらせている。
ただし、
サラモンらによるアプローチは具体的かつ多岐に渡っており、
それらは主に実際の実施ないし導入状況に照らして分類されている。こ
のため、供給手法の分類には価値財の提供とあまり関わりのない手法も
含まれており、公共サービス供給の方法として類型化が困難だという問
題がある。
この点について、価値財の提供を対象に、その関与のあり方に注目し
た枠組みを提示しているのが、カナダの行政学者ダニエルとトレビル
クックによる整理である。
ダニエルとトレビルクックは、政府活動におけるバウチャーの位置づ
け、機能や性質を引き出すことを目的に、政府関与の方向性という点か
ら政策手段を四つのタイプに整理している。彼らによると、政府がサー
ビスを提供する際には、主に四つの関わり方がある。一つは、自ら提供
に乗り出す。二つ目に、民間の供給者に関わる。三つ目は、利用者に対
して関与する。四つ目として、サービス提供に関わらない、あるいは提
供から手を引く。
ここで重要な点は、個々の手法が主に誰によって担われているのかを
明確化しているのではなく、サービスに対し政府がどのように関わって
いるかに注目した点である。単純にいえば図表 1 の四つの手法にまとめ
られる 18）。
18） Daniels, R. J. and Trebilcock, M. J.［2005］, p.21。
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図表 1

サービス提供への政府関与の四つの手法

（1）政府自らが供給し経営する。（直営）
（2）政府が供給者に対して援助（＝権限付与・財政補助）を行う。（委託）
（3）政府が利用者に対して援助を行う。（バウチャー）
（4）税財政の移転や優遇・控除を行う。（税控除）

無論、どの手法においても、部分的には外部供給者を用いたり、政府
が直接行使を行ったり、利用者に働きかける必要はある。しかし、これ
らの区分で注目すべきは、政府が一次的にどのアクターに対して関わろ
うとしているかという点である。
例えば（2）委託において、政府はまず事業者に対して業務委託の設
定に関わる。利用者に対する働きかけや、法的整備などはサービスの供
給に対しては、
事業者を介すので二次的な関係に留まる。同じように（3）
バウチャーについても、外部供給者の存在は不可欠であるが、政府はま
ず一次的に利用者の設定を行おうとする。
公共サービスの提供方法は、これら四つの方法として整理できる。そ
して、それは同時に、価値財の供給についても比較的明確な四つのタイ
プを表していると考えられる。
ただし（4）の税控除については、政府は制度の改変を行うが、サー
ビスの提供に対しては消極的な編成方法である。政府活動として、サー
ビス実施から撤退する方法ともとられる。その意味では、編成と実施の
大部分を広く民間に委ねる民営化の方法論に近い。
したがって、
厳密な意味で政府が公共サービスを実施する手段として、
「行政による直接供給」、
「供給主体への委託」、そして「利用者への権利・
財政付与（バウチャー）」の三形態が挙げられることになる。
以下、本稿では、ダニエルとトレビルクックによる供給方法の分類を
参照し、日本の公立学校教育を「直営」、「委託」、「バウチャー」の三つ
の供給体制に当てはめながら整理する。
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3．直接供給（直営）モデル 19）
第一の供給体制は、政府による直接供給（直営：Direct provision）で
ある。
学校教育における供給制度を政府の直接供給のシステムとして考えた
場合、その基本的な構造について政府・利用者・供給者間の関係は図表
2 のようになる。これを直営モデルと呼ぶことにする。

図表 2

教育における直営モデル

直営モデルでは、まず、政府（教育委員会）と供給者（学校）との関
係では、一つのサービス提供機関として一体化していることが挙げられ
る。
教育委員会は、条例や規則などで学校に関する細かな管理運営を行っ
ており、行政機関としての法的な権限関係に加え、指導や助言という形
19） 本項の直営モデルの構築にあたり、以下の文献を参考にした。
NPM の対比の中で政府の役割や行政の機能を説明している文献として、上
山信一［1998］［1999］［2002a］［2002b］、大住荘四郎［1999］［2002］［2003］、
大住荘四郎・上山信一・玉村雅敏・永田潤子［2003］、君村昌［1998］、原田久
［2003］、古川俊一［1993］
［2001］、古川俊一・北大路信郷［2004］、吉田民雄［2003a］
［2003b］、Center for Accountability and Performance ASPA［1998］、Daniels and
Trebilcock［2005］、Drucker［1974］、Gore, A.［1995］、Lerman, R. and Steuerle, C.
E.［2000］、Osborne, D. and Gaebler, T.［1992］、Osborne, D. and Plastrik, P.［1997］、
Swiss, J.［1991］、Trebilcock, M. J.［1994］。行政制度を説明するものとして、ス
ティグリッツ ,J.E.［2003］、田辺国昭［1994］、DiIlulio et al.［1991］、Leman［2002］、
Savas［2000］、Selznick［1957］、Wilson［1989］。政府の責任に関するものとして、
山 谷 清 志［1997］、 笠 京 子［2002］、Ellwood［1996］、Hood, C. , George, J. and
Scott, C.［1999］、Hood, C., James, O. and Scott, C.［2000］、James, O.［2000］、
Trebilcock, M. J. and Iacobucci, E.［2003］。
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で教育機関としての統制関係が働いているのが特徴である。
学校の経営者（校長）は、教育活動について一定の裁量権が認められ
ているが、教育課程（時間割や行事など）の一部を変更して実施できる
部分を除いて、人事、財政、施設に関する権限は小さく、そのほとんど
は上位機関である教育委員会が保持している。
また、教育委員会と利用者である子どもないし保護者との関係につい
ては、概して一律的である。学校への子どもの受け入れは、教育委員会
が定めた指定校制度（通学区域の指定）によって決定される。子どもの
入学後は、内部供給者である学校が裁量を持って教育を実施する。学校
と子どもとの関係は、教育的観点に立った指導・助言という関係になる
が、公共サービス実施の形態としては、行政措置や処分を行うといった
関係になる。財政は原則的に指定校制度による入学者数を基にした学校
の規模（生徒数、学級数）に伴って予算付けされる。
さらに、教育委員会と利用者および一般市民との関係は通常間接的で
あり、
政治システムを通じたアカウンタビリティ関係が成り立っている。
すなわち、政治過程を通じた教育委員、教育長の任命、条例や規則の変
更などによって担保されている。
4．分権（委託）モデル 20）
第 二 の 供 給 体 制 は、 分 権 な い し 委 託（ 供 給 者 補 助：Supply-side
subsidies）である。
これに対応する学校制度を「分権（委託）モデル」とすると、それは
概ね次のような関係になる（図表 3）。

20） 分権（委託）モデルの説明については、民営化・民間委託や契約化の内容お
よび手法に関するものを中心に以下の文献を参考にした。田辺［1994］、宮﨑
伸 光［1997］、Daniels and Trebilcock［2005］、DeHoog, R. H. and Salamon, L. M.
［2002］、Edwards, F. R. and Stevens, B. J.［1978］、Hart, O. , Shleifer, A. and Vishny,
R.［1997］、Hrab, R.［2003］、Kelman, S. J.［2002］、McAfee, R. P. and McMillan, J.
［1987］、Myerson, R. B.［1981］、Sappington, D. E. M. and Stiglitz, J. E.［1987］、
Savas［2000］、Shleifer, A.［1998］、Smith, S. R. and Lipsky, M.［1998］、Vickers, J.
S. and Yarrow, G. K.［1988］。
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図表 3

学校教育における分権（委託）モデル

教育委員会と学校との関係においては、教育委員会は学校に対して大
幅に運営裁量（経営権限）を移譲する。他のサービス領域の民間委託に
おいては、通常は供給者による「入札」を経て、外部の組織に委託され
ることになる。しかし、教育分野においては、競争入札や外部委託のよ
うな方法は想定しにくい。政府（教育委員会）と供給者（学校）との関
係は、組織内分権化を含めた、経営権の移譲や学校制度の指定や認定な
どを与えることが考えられる。
つまり、日本では教育委員会と私立学校の関係を除き、公立学校では
教育委員会と学校とが供給主体として一体化しているため、厳密には委
託関係は成立していないと言える。実際には、公立学校に対する経営の
分権化など権限移譲の申請に対して、教育委員会が審査し、それらの認
定を行うという関係になっているため、教育委員会と学校との関係は、
分権的関係と考える方が適切であろう。したがって、以下、本稿の実証
分析では、原理的な意味での委託モデルを「分権モデル」と呼び替えて
考察する。
次に、学校と子ども・保護者との関係であるが、学校の自律的な経営
の下、利用者がサービスを受けるという形になる。この場合、直営モデ
ルと異なる点は、学校の中に経営に関する意思決定機関が設けられてい
ることである。教育委員会から運営を委託されているので、学校ごとに
学校理事会、あるいは保護者や地域住民の参画制度が設置されている。
利用者は、このシステムを通じて自らのニーズを表明したり、情報や説
明を受けたりすることが可能となる。
さらに、自律的な学校経営においては、意思決定への参画だけでなく、
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教育活動について関与する余地も認められるようになることから、利用
者や住民による組織的な協働関係を築くことも可能となる。
教育委員会と子ども・保護者との関係は、直営モデルでの関係と基本
的な変化はない。教育委員会が入学指定校を決定し、子ども・保護者に
措置するという関係が維持される。学校予算は、指定校制度を基準とし
た学校規模によって決定される。同様に、政治システムにおいての説明
責任は担保されている。

5．バウチャー供給モデル 21）
供給体制の第三のモデルは、利用者への選択権付与（バウチャー：
Demand-side subsidies）である。ここではバウチャーモデルと呼ぶこと
にする。
直営モデルや分権モデルが、学校に対して権限付与や財政補助を行う
のに対して、バウチャーは子ども・保護者に対して直接補助や権限を与
える仕組みである。学校教育におけるバウチャーモデルは、利用者の学
校選択権を通じた供給手段である。（図表 4）

図表 4

教育におけるバウチャーモデル

まず、教育委員会と子ども・保護者との関係において、子ども・保護
者に学校の選択権が付与される。教育委員会は一定の条件をクリアして
21） バウチャーモデルについての説明は、学校選択論や教育バウチャーの議論も
踏まえて以下の文献を参考にした。黒崎［2000］、Coons, J. E. and Sugerman, S.
［1979］、Daniels and Trebilcock［2005］、Friedman, M.［1962］、Friedman, M. and
Friedman, R.［1980］、Lerman, R. and Steuerle, C. E.［2000］、Savas［2000］、
Steuerle, C. E. and Twombly, E. C.［2002］。
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いれば選択希望を受け入れ、
入学校を決定する。このとき教育委員会は、
学校選択に関する様々な情報を利用者に提供する。
したがって、各学校と子ども・保護者の関係においては、市場メカニ
ズムに近い形での競争原理が働くことになる。利用者が供給者を選べる
仕組みであるので、供給者である学校は、入学者の獲得に向けて経営努
力する動機が生まれる。学校はサービス提供と共に、運営に関する情報
提供や説明も行う。
教育委員会と学校との関係は、分権モデルの関係と基本的に同じであ
る。学校は教育委員会に対して、裁量権の拡大や経営権限の移譲を申請
できる。教育委員会は、学校側からの申請に対し、予め定めた認定基準
にしたがって学校に権限を移譲し、運営を自律化させることができる。
児童生徒数に応じた予算配分が行なわれる場合、学校は、その人数に応
じた予算を教育委員会に対して請求する。
またバウチャーモデルにおいては、サービス実施に際して、利用者と
供給者の結び付きが強くなる。したがって、政府が双方に対し、利用や
供給を制限したり監視したりする必要がある。例えば、教育委員会は、
利用者に対してニーズ調査や満足度調査を行う。また学校に対して、規
則の変更や運営改善措置の実施、あるいは活動報告義務を課すことがあ
る。
さらに教育委員会は、入学者数の増減に応じて学校に対する予算付け
や財政補助を連動させる仕組みを導入することもできる。ただし、入学
者獲得の誘引に応じた予算付けのシステムは、現在の日本の学校制度で
は採用されていない。
6．供給体制ごとの利用者・政府・供給者の関係比較
以上、学校教育の実施構造について、直営モデル、分権モデル、バウ
チャーモデルという供給体制の違いから説明した。
各供給体制の違いは、
三つのアクター（子ども・保護者、教育委員会、学校）が、どのように
関わっているかによって作り出される。
以下では、
アクターの関わり方の違いによって、各モデルにおけるサー
ビス供給にどのようなメリットやデメリットが生じるのかについてまと
めておく。
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（1）教育委員会と学校の関係
直営モデルにおける教育委員会と学校の関係は、行政組織内部での法
的な権限関係に基づいている。このため、教育委員会からの意思決定や
情報伝達が学校に下ろされるスピードは早く、コミュニケーションも容
易である。どの学校にも共通する教育活動を行おうとする場合は、効率
性が高いことが想定できる。
しかし、直営モデルにおける管理運営は、子ども・保護者にとっての
ニーズの達成につながることを保障するものではない。さらに、教育委
員会と学校との統制関係、例えば教育委員会による学校への監視や評価
は、必ずしも最終的な子どもへの成果（アウトカム）の効率性を高める
方法であるとはいえない。
分権モデルにおける教育委員会と学校は、教育委員会が学校に大幅な
経営裁量権を委譲する代わりに、活動結果の報告を基にした関係を築く。
教育活動の実施過程における統制関係は弱まるが、活動結果や成果に関
しては法的な権限関係を保っているため、教育委員会は学校を統制でき
る。直営モデルとの違いは、学校の裁量権拡大により、経営改善の可能
性が高まることである。それらは、効率性や利用者のニーズ反映をより
高める機能がある。
だたし、分権モデルでは学校間の競争原理が働きにくいため、権限委
譲後はそれ以上の学校改善の動機付けが保障されないという面がある。
また、直営モデルと同じく、指定校制度により入学者数や生徒総数が決
定されるため、財政的な変化が生じにくい。入学者を獲得する誘引が小
さいため、競争的予算によって学校を改善していく機能は弱い。
バウチャーモデルにおける教育委員会と学校との関係は、基本的には
分権モデルと同じ性質を持っている。ただし、バウチャーモデルは、教
育委員会と学校との一次的な（直接的な）関係を作るものではない。こ
のため、学校への統制を強めたり、弱めたりすることが可能である。つ
まり、バウチャーモデルにおいては、直営モデルのような強い統制関係
を想定することも、分権モデルのような弱い統制関係を想定することも
できる。言い換えれば、バウチャーモデルでは、学校（供給者）の質の
確保を一律的に保障する供給体制ではないということである。
しかし、バウチャーモデルでは、学校同士が競争し合うことで、一定
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程度の品質を維持させるというメカニズムを働かせることができる。適
切な競争環境を作り出すために、教育委員会は、不利な学校へ財政補助
や人事などの支援を行ったり、多様性を確保するための施策を準備した
りすることができる。
（2）学校と子ども・保護者との関係
続いて、学校と子どもないし保護者との関係についてまとめる。
直営モデルにおいては、学校と教育委員会は一つの供給主体として見
なされる。よって、学校の子どもに対する執行責任は強い。
しかし、直営モデルにおける運営は、費用を効率化し、ニーズに応答
し、
目標を達成するための有効性のある教育活動を保障しない。確かに、
アンケート調査や学校評価などの顧客志向の施策によって改善を図る方
策もあり得るが、それらが仮に他の供給体制で実施される時と比較した
場合、効果が強いとは言いがたい。
分権モデルにおいては、学校が子どもに対しての教育の責任を負って
いる。この点は直営モデルと変わらないが、分権モデルのメリットは、
学校の利用者（子ども・保護者）への応答性が高まることである。参加
制度や学校理事会等の分権的な経営によって、ニーズの反映が直営モデ
ルよりも効果的に実施可能となり、活動後の説明責任もより強くなる。
しかし、分権モデルでは、供給者（学校）の選択が認められていない。
子どもは指定校に通学せざるを得ないため、教育の成果は入学指定され
た学校の経営力にほとんど委ねられている点が特徴である。これは、利
用者と学校との関係で見れば、結果的に学校の立場を強くしてしまうと
いう関係を作り出す。
バウチャーモデルの場合、子ども・保護者が学校を選択する権利を有
する。ニーズの反映や説明責任は、直営モデルに比べて高くなると考え
られる。また、この関係に重ねて、分権モデルによる学校の分権的経営
が加わったならば、利用者のニーズの反映や説明責任は、三つのモデル
の中で最も高くなる。
しかし、バウチャーモデルのデメリットも存在する。バウチャーによ
る供給体制では、本来選択すべき利用者が、逆に選択されてしまうとい
う「逆選択」の状況が生じる可能性がある。教育における逆選択の例に
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は、学校による利用者選抜（クリームスキミング）が当てはまる。また、
利用者の情報収集や選択能力に関する格差が、結果的な不公平を作り出
す可能性も考えられる。
（3）子ども・保護者と教育委員会との関係
直営モデルにおいての子ども・保護者と教育委員会との関係とは、通
常の行政機関と市民との関係において見られるような、申請による行政
措置や行政処分の結果として表れる。利用者と教育委員会との関係は、
裁量行為というよりは法的関係に基づく行為が多いため、公平性や執行
責任、説明責任は高い。しかし、ニーズをどの程度反映しているかとい
う応答性や、どのくらいの成果を出したかという有効性という点からみ
れば、制度的な保障があるというわけではない。
分権モデルにおける子ども・保護者と教育委員会との関係も、直営モ
デルと変わらない部分が多い。直営および分権モデルでは、サービス提
供は主に供給者（学校）側に働きかけることで実施されるからである。
子どもの転校などの措置は、学校選択ではなく指定校変更基準と呼ばれ
る手続きによって決定される。
バウチャーモデルにおいても子ども・保護者と教育委員会との関係は
法的関係である。しかし、学校選択を認めていることにより、他のどの
モデルよりも関係は強くなる。これは単に選択権の付与だけでなく、選
択のための情報提供やニーズ調査、アンケート、相談などの行為も含ま
れるため、利用者との関係においては、学校教育に対する有効性や応答
性に関して、どのモデルよりも効果を強く発揮できるからである。
ただし、子ども・保護者への関与が強くなる分、それらへのデメリッ
トも生じる可能性がある。例として、逆選択の一種である利用者のモラ
ルハザードが挙げられる。これは、本来適切な選択をすべき利用者が、
情報格差や選択能力の差により、故意・過失を問わず誤った選択をして
しまうことである。教育バウチャーに関して言えば、虚偽によって特別
待遇を受けることや複数の学校と入学契約をしてしまうといったケース
が考えられる。
利用者のモラルハザードに対しては、教育委員会によるバウチャーの
適格性審査をより厳密に行い、財政補助の加重措置や選択の特約事項を
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付けたり、情報提供のために相談窓口を設置したりすることができる。
また、利用者に対し選択権を付与されたという意識を高めるために、入
学予定者全員に選択を強制させるという方法も採られることがある。

第三節

供給体制からみた日本の学校制度をめぐる状況

前節では、供給体制の原理的な三つのモデルを日本の学校教育に即し
て説明した。学校教育制度の多様化ついても直営モデル、分権モデル、
バウチャーモデルという供給体制の変化として捉えることができる。
本節では、日本の学校教育における供給体制の変化の中身をより具体
的に考察する。まず、行政研究において供給体制の多様化を扱うバウ
チャーないし準市場の概念を紹介した後に、学校教育の供給体制を各教
育段階にしたがって説明する。
1． 公共サービスの供給形態をめぐる概念整理

−「バウチャー」と

「準市場」
バウチャー（voucher）とは、一般的にはクーポン券（利用券）とい
う意味であり、供給手段としての「バウチャー」制度とは、あらかじめ
使い道が限定された、政府から利用者に対する補助金を意味する。実際
の供給形態として見たバウチャー制度は、実際にバウチャーが配られる
かどうかは重要ではなく、利用者に対して供給者の選択権を与えること
によって供給者の活動をコントロールするという供給方式である。政府
が供給者ではなく、利用者に対して直接働きかけることにより、政府と
供給者は副次的な関係に留まる。このため供給者の経営の自由が最低限
度担保されたうえで、政府は利用者の選択を通じてサービス供給の目的
を達成しようとする形態である。
バウチャーは、利用者の選択が重要となる公共サービスにおいて有効
な方法である。諸外国の例を見ると、学校教育、職業訓練、保育、高齢
者介護、住宅などが代表的な分野として挙げられる。日本国内において
も、分野によっては保育制度や介護保険制度など、バウチャー制度と考

196

公教育におけるバウチャー制度導入の効果（1）（石垣）

えてよい供給形態が既に導入されている 22）。
あるいは、行政研究において、公共サービスの供給形態を考察する概
念として「バウチャー」という言葉の他に、「準市場」という概念が用
いられる場合もある。例えば、児山正史は、ルグランの議論を参照しな
がら、
「準市場」という概念によって供給形態を理論的に整理している。
児山は、準市場を「政府が費用を負担し、当事者間に交換関係がある方
式である」23）とし、その対概念として、費用を政府が負担し、命令−服
従関係にある「非市場」と、費用を利用者が負担し、当事者の交換関係
により成り立つ「市場」を挙げている。
児山の整理に従えば、公共サービスの供給体制の多様化は、非市場か
ら準市場への移行として捉えることができる。ただし、そこでの準市場
の概念は、本稿が取り上げる供給体制のモデルよりも若干広い意味を
もった概念として定義されている。児山は、準市場において「直営方式
と委託方式の効率性を比較するのであれば、供給者の権限の大きさが準
市場の重要な指標となる。他方、利用者の選択に関心がある場合は、利
用者の選択権の有無が重要である」と述べており、「誰にどのような権
限がどの程度委譲されたものを準市場と呼ぶかは、研究目的による」と
している 24）。本稿では、準市場のより込み入ったプロセスを議論するた
めに、例えば政府が利用者にいかなる選択を与え、供給者にどんな競争
をさせるかなど、双方に向けての関与の仕方を区別しておきたい。すな
わち、準市場における利用者ないし供給者に対する権限委譲について、
より厳密に検討するための概念を次のように設定する。児山の言う準市
場の中身に関して、一つは供給者のみに自律性が与えられる供給形態を
「分権モデル」と呼ぶ。もう一つは、利用者と供給者の両者に対し自律
性が与えられた供給形態を「バウチャーモデル」と呼んで、準市場の中
での供給方法の違いを区別しておく。
本稿で用いる供給体制とは、準市場の中で用いられる概念ではあるが、
22） 日本におけるバウチャー適用事例については、古川孝順［2001］、古川・福田・
秋元編著［2003］、佐橋克彦［2006］などを参照。
23） 児山［2004a］、134 頁。「準市場が『準』であるのは、サービスの費用を利
用者ではなく政府が負担するからである。準市場が『市場』であるのは、当事
者間に交換関係があるからである」と述べる。
24） 児山［2004a］、135 ‐ 136 頁。

法政論集

259 号（2014）

197

論

説

要するに、
利用者あるいは供給者に対する権限（例えば選択ないし競争）
を与えているかどうかを区分する概念である。供給体制の多様化とは、
児山が述べる非市場から準市場への移行という意味に加え、準市場内部
での具体的な供給方法の変化を示すものである。
2．利用者と供給者への関与から見る日本の学校制度
以上の概念整理を踏まえ、前節で説明した供給体制の違いを日本の学
校教育の各段階に当てはめて検討する。
まず、学校教育の供給体制としての小・中学校制度、高等学校制度、
大学制度において重要になるのが、利用者と供給者の「自律性」に対す
る政府の関与の変化である。
（図表 5）

図表 5

教育における政府の関与

供給体制の各モデルにおける主体間の関係の考察からもわかるよう
に、政府が関与する自律性には、二種類考えられる。
一つは、政府が利用者に対して選択を認めているかどうかである。も
う一つは、政府が供給者の経営に対する自由度を認めているかどうかで
ある。
このような利用者への選択権と、供給者への経営権の付与による違い
を基に、
日本の学校制度と供給体制への適用を示したのが図表 6 である。
利用者への選択権、および供給者への経営権を認めるかどうかという違
いで、日本の教育における供給体制の変化を直営モデル・分権モデル・
バウチャーモデルの区別として読み取ることができる。
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図表 6

日本の学校制度と供給体制

まず、従来の公立学校ように、①子ども・保護者に選択権がなく、学
校の経営権が小さい場合は、その供給体制は直営モデルに当てはまると
考えられる。
次に、自律的な学校経営論のように、②子ども・保護者の学校選択権
はないが、学校への経営権が認められた制度である場合は、学校が政府
から一定の裁量で学校教育を請け負う形となる。学校によって経営内容
の違いが生まれることから、これは供給体制でいうと分権モデルに近い
形態に当てはまる。
続いて、③子ども・保護者に選択権があり、学校に経営の自由がある
場合には、供給体制はバウチャーモデルの性質を持つことになると考え
られる。
最後に、④子ども・保護者の選択が認められている一方で、学校の経
営権が認められないという組合せが存在する。これは直営、分権、バウ
チャーのどのモデルにも属さないタイプの供給体制である。この場合の
制度は、各要素の混合ということになるので、理念型の供給体制の性質
が一概には当てはまらない。あえて言うならば、
「供給限定された学校
選択制」、あるいは「制限されたバウチャーモデル」といった言い方が
できる。
この④のタイプは慎重な考察が必要である。教育委員会と子ども・保
護者、教育委員会と学校、そして子ども・保護者と学校との関係がどの
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ような仕組みでつなげられているか、個別の検討が必要である。特に日
本の場合、学校経営への規制が強い中で保護者の選択が認められるケー
スもあり得る。子ども・保護者による選択の効果が、学校経営との関係
でどのような状態を作り出すのか注目できる。
3．学校制度の各段階と供給体制
このように、日本の学校制度には四つの供給体制が想定できる。これ
らを実際の各教育段階に当てはめると、次のように説明できる 25）。
（1）小・中学校制度（義務教育学校制度）
わが国の小・中学校は、市町村の教育委員会直轄の直接供給が大部分
を占める。公立学校では、学校（供給者）は教育委員会（政府）と一体
化し、学区制度によって子ども（利用者）に対して統一的な学校教育を
供給していると考えられる。
この仕組みに子ども・保護者（利用者）による選択が加わるとどうな
るだろうか。注目すべき点は、学校（供給者）側に及ぼす効果である。
上記の分類からも分かるように、供給体制としてみれば、利用者の選
択がない場合は、①直営モデルないし②分権モデルである。利用者の選
択のみが認められている場合は、④供給限定された学校選択となり、経
営の自由が与えられない限り③バウチャーモデルには近づかないことが
わかる。つまり、
単に利用者の選択が認められただけの状態（④の状態）
では、さほど学校側に変化を生み出さないと想定できる。
さらに、学校経営に変化の可能性がなければ、子どもや保護者の選択
行動は、改善余地の少ない現状の学校格差を判断材料にしてしまうこと
も考えられる。子ども・保護者による直接の選択競争が、学校格差の固
定や拡大などの弊害を生み出す可能性も予測できる。
したがって、小・中学校制度においてバウチャーモデルの効果を作り
出すためには、学校側への競争状態を作り出し、学校ごとで改善を促す
仕組みを作り出す必要がある。例えば、選択制度の導入と並んで、不利
25） 学校制度については、平原春好［1993］、三輪定宣編著［1993］、浦野東洋一
［1996］、堤清二・橋爪大三郎編［1999］、児山［1999b］、小松茂久［2002］、小
塩［2003］、古山昭男［2006］などを参照。
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な学校を支援するための新たな制度や施策を導入して経営環境を整備し
たり、自律的で多様性のある経営を促すために予算や人事権の一部を委
譲して組織内を分権化したりする必要がある。
（2）高等学校制度
高等学校制度は、小 ･ 中学校制度と比べて、全国的にも利用者の選択
の幅、供給者の裁量が共に広く認められている制度である。県立高校な
ど政府が運営している学校は多いが、供給体制として考えれば、③バウ
チャーモデルか、あるいは④供給限定された学校選択に当てはまる。
ただし、高等学校制度で注意を要するのは、以下で説明する入学者選
抜の仕組みと私立学校の存在である。
高校以降の制度では、学校（供給者）による子ども（利用者）の選抜
が実施されている。バウチャーモデルでは、クリームスキミングによる
弊害の可能性があるように、学校による子どもの選抜は、子ども自身へ
のプラスの効果につながらないことがある。さらに重要なのは、学校の
格差が、有利な子どもを選抜することによって、その時点で定まってし
まう可能性である。つまり、学校間の競争が経営能力の差ではなく、優
れた子どもの獲得競争がそのまま学校間の差となってしまう可能性が指
摘できる。そうなれば、入学者選抜の段階で、学校の評価が決まってし
まい、学校間の経営努力を通じての適切な競争は行われなくなってしま
う 26）。
学校の改善効果を教育効果に結びつけるためには、選択時における学
校同士の競争が、公正かつ適度な状態に保たれる必要がある。高等学校
のバウチャーモデルにおいて効果を生み出すためには、入学者選抜によ
る学校間の格差拡大を抑えつつ、入学後の経営効果で差を作り出すこと
が必要である。具体的な方法には、直接的な入学者の選抜に対する規制
を行う一方で、学校の競争環境の整備や調整・支援を行うことが考えら
れる。

26） 例えば、小塩によれば「教育というサービスには、それを消費するものがそ
のサービスの生産に関わるという興味深い特徴を持っている」として、ピア ･
グループ効果の存在を指摘している（小塩隆士［2003］、116 頁）。
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（3）大学制度（高等教育制度）
日本の大学制度は、2004 年度以降、国立大学から国立大学法人へと
設置主体が変更された。設置主体の変更は供給者の委託の一種であると
考えられる。供給体制として見れば、供給者の経営裁量権がより拡大し
たタイプの③バウチャーモデルに当てはまる。公立学校制度の中では、
最も理念的なバウチャーに近い制度を採っていることになる。
大学においても利用者の選抜の傾向は強い。しかも、大学間の競争も
他の段階の学校と比べて強くなる傾向を持つ。したがって、供給体制と
しては、いかに適切にバウチャーモデルとしての仕組みを機能させるか
が課題となる。
4．外部要因としての私立学校
本稿で取り上げる学校教育は、
「主に公的資金で負担される教育」を
想定してきた。しかし、学校教育は公費だけで負担されるものだけでは
ない。私立学校によって供給される場合もあれば、学習塾や予備校など
の学校以外の供給者によって供給される場合もある。
公共サービスの供給体制からすれば、これらの供給状態は、ほとんど
の点で政府からの公的援助を得ていないので、バウチャーには当てはま
らない。それぞれの利用者（子ども・保護者）が、自前の資金を用いて
学校教育を自己調達する仕組みである。日本の小・中学校・高等学校・
大学にわたって存在する私立学校制度は、公的資金から一部の私学助成
金が下りているとはいえ、公教育の外縁に存在していると考えられる。
しかしながら、
たとえ私学に対する公的資金の配分が少ないとしても、
私立学校と公立学校の供給体制との間は無関係ではない。なぜなら、義
務教育において学校選択制がない場合でも、利用者はその前段階に「公
立か、私立か」という選択を迫られるからである。私立校を選ぶかどう
かという選択には、供給者への効果としてみれば、公立校と私立校を競
争させる効果を持つ。そのため、一見して公教育供給の枠外にあると思
われている私立学校も、結果的に利用者の獲得をめぐって学校間の競争
に参入しているのである。
そして問題は、この競争状態を公立学校内の供給体制だけではほとん
どコントロールすることができないということである。私立学校との格
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差が拡大するのを諦めない限り、実際には私立学校との競争を止めるこ
とができない。つまり、日本の公立学校制度は、どのような供給体制で
あっても、外部の私立学校による供給制度といやおうなく競合しなけれ
ばならない状態におかれている。
本稿では、私的教育機関によって供給されるサービスを供給体制への
外部的要因として位置づけておくが、調査や実証分析の際には状況に
よって考慮すべき点になる。例えば、都市部においての私学入学率など
の要因は、公立学校の効果を計る上で注意を払っておく必要がある。
もっとも、このような私立学校が公立学校に及ぼす影響は、義務教育
段階（小・中学校制度）と高等学校・大学制度とでは様相が異なる。
小・中学校の場合、義務教育制度によって、私学受験に落ちても最終
的には公立学校への入学が保障されている。このため、公立学校のいわ
ゆる「滑り止め」となる私立学校は事実上存在しないことになる。
したがって、例えば公立校にバウチャーモデルを導入するかどうかに
関わらず、義務教育段階の私立学校は、“ 始めから公立校と同程度かそ
れ以上の競争力を持つ ” 存在である。このことは次のような状態となる
ことを意味する。すなわち、公教育の供給体制が私立学校に対して影響
を及ぼすことは少ない。義務教育段階で入学者の選抜（クリームスキミ
ング）を行うことができる私学は、常に公立校と同水準以上のよりよい
教育を行うことができる。
しかし、公立校の供給体制を変化させ、公立校同士の競争をつくり出
すことは、私立校との関係で決して無意味だというわけではない。私立
校との教育格差の拡大を諦めてしまわない限り、公立校同士の競争は私
立校との格差を一定範囲内に維持させるという効果が期待できるからで
ある。
つまり、義務教育段階における公立校同士の競争は、私立校との差を
一定に保つ効果がある（要するに私立校と公立校との格差を今以上に広
げないようにする）という意味で、非常に重要な機能になっていると考
えられる。そして、この状況下での私立学校による公立学校への影響力
とは、公立学校間の競争水準を一層引き上げる効果として発揮されるこ
とになる。
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なおかつ、そういった私立学校と競合関係があるという状況を差し引
いた上で、公立学校内での競争や格差というものをいかに適切に維持す
るかという論点が、現在の義務教育段階での学校制度改革の課題となっ
ていると考えられる。
一方、高等学校や大学の場合は義務教育ではないため、公立学校にお
いても入学者の選抜が行われる。利用者は選抜によって公立学校に入学
できないことがあり、その場合は私立学校が、いわゆる「滑り止め」と
して受け皿にもなる。
この場合、公立学校の供給体制は、私立学校にも影響を与えることが
できる。バウチャーとしての高等学校・大学制度は、私立学校を交えた
供給体制を想定できる。
5．小括

公立学校の比較・評価に向けて

本節では、公共サービスにおける供給体制の違いが、日本の各教育段
階の学校制度にどのように当てはまるのかを検討した。その要点は以下
のとおりである。
第一に、供給体制の各モデルによって学校制度を説明することができ
る。その際に供給体制を分ける指標となるのは、政府によって「利用者
の学校選択」と「供給者の自律的経営（分権的経営）
」が認められてい
るどうかの組合せによる。
まず、学校教育を政府（教育委員会）が一元的に管理・統制し、学校
経営ないし利用者の選択が認められない場合は、非市場における供給と
なり「直営モデル」の供給体制である。次に、供給者（学校）の自律的
経営のみが認められた場合は、
準市場における供給となり「分権モデル」
が該当する。
他方、
利用者の学校選択のみが認められた場合は、準市場における「供
給限定されたバウチャーモデル」となる。さらに、供給者の自律的経営
と利用者の学校選択の両方が認められた場合に、準市場における「バウ
チャーモデル」の供給体制となる。学校教育における学校制度改革の効
果は、以上四つの供給体制の変化を比較することによって、その効果の
検証が可能であると考えられる。
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第二に、学校教育における供給体制は、各教育段階の学校制度によっ
て異なるという点である。供給体制の各モデルを学校教育の各段階に当
てはめた場合、これまでの公立小・中学校のように、学校選択制がない
状況は、直営モデルに近い供給体制となる。ただし、義務教育段階の公
立学校においても、自律的経営が認められた学校は、教育委員会からの
権限委譲を受ける分権モデルが当てはまる。さらに、小中学校において
も自律的経営と利用者の学校選択の両方が認められた学校は、バウ
チャーモデルの供給体制であると見なすことができる。
他方、学校の経営自律性が低いままで、子ども・保護者の学校選択が
認められる状態が考えられる。学校の自律的な経営の余地が小さいと学
校改善の可能性が限定されるため、この場合、利用者が選択してもその
効果は小さくなる可能性がある。
そして、高等学校制度では、入学前に学校による子どもの選抜が行わ
れる。このタイプの供給体制では、学校の格差が拡大する傾向があり、
学校の経営環境が整備されなければ、教育効果を生み出さず格差が固定
してしまう危険性を指摘できる。
また、典型的なバウチャーモデルとしての大学制度では、利用者への
教育効果、ないし供給者の改善効果を生み出しやすいという反面、選択
や効率性、
公平性などの点において逆機能が生じてしまう可能性もある。
第三に、公立学校制度の外縁に位置する私立学校の存在は、公立学校
内の競争には影響を及ぼさないものの、公立学校全体の教育効果に影響
を与えるという意味で、重要な役割を果たしている。特に義務教育段階
においては、公立学校の教育が低下すれば、一部の利用者は、それ以上
のよりよい教育を求めて私学を選択することが構造的に可能であるた
め、公平性に関して問題を生み出す可能性がある。
次稿では、このような学校教育に関する供給体制の原理的な整理を踏
まえ、実際の供給に関わる問題状況を考察する。その手がかりとして、
公立学校の学校選択制に関する論争の言説分析を行う。

法政論集

259 号（2014）

205

論

説

参考文献
日本語文献
圷

洋一［2008］
「福祉国家における『社会市場』と『準市場』」
『季刊社会保障研究』
第 44 巻 1 号

上山信一［1998］『
「行政評価」の時代

−経営と顧客の観点から』NTT 出版

――

［1999］
『
「行政経営」の時代

−評価から実践へ』NTT 出版

――

［2002a］
『日本の行政評価

−総括と展望−』第一法規出版

――

［2002b］
『行政の経営改革

−管理から経営へ−』第一法規出版

房雄［2008］「日本における公共サービス改革と NPO」ACEVO 国際論文集『公

後

共サービス改革と NPO』
――

［2009］
『NPO は公共サービスを担えるか−次の 10 年への課題と戦略』法

律文化社
浦野東洋一［1996］
「教育行政と学校」堀尾輝久・浦野東洋一ほか『講座

学校（7）

組織としての学校』柏書房
遠藤久夫［2008］
「わが国の医療提供システムと準市場―ネットワーク原理に基づく
医療提供システム」
『季刊社会保障研究』第 44 巻 1 号
大住荘四郎［1999］
『ニュー・パブリック・マネジメント

理念・ビジョン・戦略』

日本評論社
――

［2002］『パブリック・マネジメント

−戦略行政への理論と実践』日本評

論社
――

［2003］『NPM による行政革命 経営改革モデルの構築と実践』日本評論社

大住荘四郎・上山信一・玉村雅敏・永田潤子［2003］
『日本型 NPM

−行政の経営

改革への挑戦−』ぎょうせい
小塩隆士［2003］『教育を経済学で考える』日本評論社
小塩隆士・田中康秀［2008］
「教育サービスの『準市場』化の意義と課題―英国での
経験と日本へのインプリケーション―」『季刊社会保障研究』第 44 巻 1 号
君村昌［1998］『現代の行政改革とエージェンシー』行政管理研究センター
京極高宜［2008］「準市場と『社会市場』
」『季刊社会保障研究』第 44 巻 1 号
黒崎

勲［2000］
『教育の政治経済学

小松茂久［2002］
『学校改革のゆくえ

市場原理と教育改革』東京都立大学出版会
教育行政と学校経営の現状・改革・課題』昭

和堂
駒村康平［2004］
「擬似市場論

206

−社会福祉基礎構造改革と介護保険に与えた影響−」

公教育におけるバウチャー制度導入の効果（1）（石垣）
渋谷博史・平岡公一編著『講座・福祉社会（第 11 巻）福祉の市場化をみる眼』ミ
ネルヴァ書房
駒村康平［2008］
「準市場メカニズムと新しい保育サービス制度の構築」
『季刊社会
保障研究』第 44 巻 1 号
児山正史［1999b］
「教育の自由化と文部省の政策−公共サービスにおける利用者の
選択（一）（二 ･ 完）
」
『法政論集』178 号、179 号
――

［2004a］
「準市場の概念」
『年報行政研究』39 号

――

［2004b］「公共サービスにおける市場：準市場からの接近」
『人文社会論叢

（社会科学篇）』12 号
佐橋克彦［2006］
『福祉サービスの準市場化

−保育・介護・支援費制度の比較から−』

ミネルヴァ書房
佐橋克彦［2008］
「『準市場』の介護・障害福祉サービスへの適用」
『季刊社会保障研究』
第 44 巻 1 号
鈴木

亘［2008］
「保育制度への市場原理導入の効果に関する厚生分析」
『季刊社会

保障研究』第 44 巻 1 号
スティグリッツ , J. E.（薮下史郎訳）
［2003］
『スティグリッツ

公共経済学（第二版）』

東洋経済新報社（Stiglitz, J. E.［2000］Economics of The Public Sector, 3rd edition, W. W.
Norton & Company）
田中健二［1999］「行政− NPO 関係論の展開−パートナーシップパラダイムの成立
と展開−（一）・
（二）完」
『法政論集』178・179 号
田辺国昭［1994］「民営化・民間委託・規制緩和」西尾勝・村松岐夫編著『講座行政
学（第 5 巻）業務の執行』有斐閣
堤清二・橋爪大三郎編［1999］
『選択・責任・連帯の教育改革（完全版）学校の機能
回復をめざして』勁草書房
西尾

勝［2000］『行政の活動』有斐閣

狭間直樹［2008］｢社会保障の行政管理と『準市場』の課題｣『季刊社会保障研究』
第 44 巻 1 号
平原春好［1993］『教育行政学』東京大学出版会
古川孝順［2001］『社会福祉の運営』有斐閣
原田
ス

久［2003］「NPM 改革と政府システム」武智秀之編著『福祉国家のガバナン
講座福祉国家のゆくえ第三巻』ミネルヴァ書房

古川孝順・福田あけみ・秋元美世編著［2003］『現代社会福祉の争点（下）社会福祉

法政論集

259 号（2014）

207

論

説
の利用と権利』中央法規

古川俊一［1993］「業績管理と会計制度改革の視点」
『会計検査研究』No.19
――

［2001］
「独立行政法人の制度設計」
『公共政策研究』創刊号

古川俊一・北大路信郷［2004］
『公共部門評価の理論と実際―政府から非営利組織まで』
日本加除出版
古山昭男［2006］『変えよう！日本の学校システム

教育に競争はいらない』平凡社

真山隆志［1991a］
「政策実施の理論」宇都宮 ･ 新川編著『行政と執行の理論』東海
大学出版
――

［1991b］
「政策デリバリーシステム」総務庁長官官房総務課編『組織と政

策（Ⅴ）−行政体系の編成と管理−』行政管理研究センター
水谷利亮［1995］「福祉多元主義と『第三者政府』−社会福祉サービス供給システム
における民間非営利セクターの機能をめぐって−」『法学雑誌』42 巻 2 号
――

［1996］
「福祉多元主義の条件（上）
・
（下）
」
『住民と自治』393、394 号

宮﨑伸光［1997］
「公共サービスの民間委託」今村都南雄編著『公共サービスと民間
委託』地方自治総合研究所
三輪定宣編著［1993］
『教育行政学』八千代出版
山本哲三［1994］
『政府か市場か』日本評論社
山谷清志［1997］
『政策評価の理論とその展開

−政府のアカウンタビリティ−』晃

洋書房
吉田民雄［2003a］
『都市政府のマネジメント』中央経済社
――
笠

［2003b］
『都市政府のガバナンス』中央経済社

京子［2002］
「NPM とは何か

−執政部、市場、
市民による民主的行政統制−」
『香

川法学』21 巻 3･4 号

英語文献
Center for Accountability and Performance ASPA［1998］Performance Measurement:
Concept and Techniques（上山信一監訳［2001］
『行政評価の世界標準モデル』東京
法令出版）
Coons, J. E. and Sugerman, S.［1979］Education by choice : the case for family control,
Univeresity of California
Daniels, R. J. and Trebilcock, M. J.［2005］Rethinking the Welfair State the prospects for
government by voucher, Routledge

208

公教育におけるバウチャー制度導入の効果（1）（石垣）
DiIlulio, J. J. et al.［1991］“The Public Administration of James Q. Wilson: A Symposium on
Bureaucracy,” Public Administration Review 51, No.3
DeHoog, R. H. and Salamon, L. M.［2002］Purchase-of-Service Contracting in Salamon,L.
M. ed. The Tools of Government, Oxford
Drucker, P. F.［1974］Management: Tasks, Responsibilities, Practices. Harper business（野
田一夫・村上恒夫監訳［1974］
『マネジメント−課題・責任・実践（上）
（下）』ダ
イヤモンド社、上田惇生訳［2001］
『抄訳マネジメント』ダイヤモンド社）
Edwards, F. R. and Stevens, B. J.［1978］“The Provision of Municipal Sanitation Services by
Private Firms: An Empirical Analysis of the Efficiency of Alternative Market Structures
and Regulatory Arrangements,” Journal of Industrial Economics 27, No.2
Ellwood, J. W.［1996］“Political Science,” in Donald Kettle and H. Brinton Milward Eds. The
State of Public Management, John Hopkins University Press
Friedman, M.［1962］Capitalism and freedom, University of Chicago Press（熊谷・西山・
白井共訳［1975］
『資本主義と自由』マクロウヒル好学社）
Friedman, M. and Friedman, R.［1980］Free to choose: a personal statement, Harcourt Brace
Jovanovich
Gore, A.［1995］Common Sense Government: Works Better and Costs Less, Random House
Harb, R.［2003］Privatization: Experience and Prospects, Ontario Panel on the Role of
Government, University of Toronto Faculty of Law
Hart, O., Shleifer, A. and Vishny, R.［1997］“The proper scope of government: theory and an
application to prisons,” Quarterly Journal of Economics, November
Hood, C.［1986］Administrative Analysis: an introduction to rules, enforcement, and
organizations, Harvester Wheatsheaf（森田朗訳［2000］
『行政活動の理論』岩波書店）
Hood, C., George, J. and Scott, C.［1999］Regulation Inside Government: Waste-Watchers,
Quality Police and Sleaze-Busters, Oxford Univ
Hood, C., James, O. and Scott, C.［2000］“Regulation of Government: Has it increased, Is it
increasing, Should it be diminished?” Public Administration Vol.78, No.2
James, O.［2000］“Regulation Inside Government: Public Interest Justifications and
Regulatory Failures” Public Administration Vol.78, No.2
Kelman, S. J.［2002］“Contracting” in L. M. Salmon. ed. The Tools of Government Oxford
Le Grand, J.［1991］“Quasi-Market and Social Policy”, The Economic Journal, Vol.101,
No.408, September

法政論集

259 号（2014）

209

論

説
――

［2003］Motivation, Agency, and Public Policy: Of Knights and Knaves, Pawns

and Queens, Oxford Univ Press（郡司篤晃監訳［2008］
『公共政策と人間

社会保障

制度の準市場改革』聖学院大学出版）
――

［2007］The Other Invisible Hand: Delivering Public Services through Choice and

Competition, Princeton Univ Press
Le Grand, J. and Bartlett, W.［1993］Quasi-Markets and Social Policy, Macmillan
Leman, C. K.［2002］“Direct Government”, in the Salamon, L.M. ed.［2002］
Lerman, R. and Steuerle, C. E.［2000］“Structured Choice versus Fragmented Choice:
Bundling of Vouchers,” in the Steuerle, et al.［2000］
McAfee, R. P. and McMillan, J.［1987］“Auction and Bidding,” Journal of Economic
Literature vol.25
Myerson, R. B.［1981］”Optimal Auction Design,” Mathematical Operation Research, vol.6,
No.1
Osborne, D. and Gaebler, T.［1992］Reinventing Government: How the Entrepreneual Spirit
is Transforming the Public Sector, Penguin（野村隆監修・高地高司訳［1995］
『行政革
命』日本能率協会）
Osborne, D. and Plastrik, P.［1997］Banishing Bureaucracy: The Five Strategies for
Reinventing Government, Addison Welsey（小峯弘靖・前嶋和弘訳［2001］
『脱「官僚
主義」』PHP 研究所）
Salamon, L.M. ed.［1989］Beyond Privatization: The Tools of Government Action, Urban
Institute Press
Salamon, L.M.［1995］Partners in public service: government-nonprofit relations in the
modern welfare state, Johns Hopkins University Press
――

［2002］“The New Governance and the Tools of Pubulic Action: An Introduction”,

in Salamon,L. M. ed. The Tools of Government, Oxford
Sappington, D. E. M. and Stiglitz, J. E.［1987］“Privatization, Information and Incentives”
Journal of Policy Analysis and Management, vol.6, No.4
Savas, E. S.［1987］Privatization: The Key to Better Government, Chatham House
――

［2000］Privatization and Public-Private Partnership, Seven Brige Press

Selznick, P.［1957］Leadership in Administration, Peterson & Co.
Shleifer, A.［1998］“State versus private ownership”, The Journal of Economics Perspectives,
vol.12, No.4

210

公教育におけるバウチャー制度導入の効果（1）（石垣）
Steuerle, C. E. and Twombly, E. C.［2002］“Vouchers,” in the Salamon, L.M. ed. The Tools of
Government, Oxford
Steuerle, C. E., Ooms, V. D., Perterson, G. and Reischauer, R. D. ed［2000］Vouchers and
Provision of Public Service, Brooking Institution Press
Smith, S. R. and Lipsky, M.［1998］Nonprofit for Hire: The Welfare State in the Age of
Contracting, Harvard University Press
Swiss, J.［1991］Public Management System: Monitoring and Managing Government
Performance, Prentice-Hall（柿崎平訳［2001］
『行政機関のマネジメントシステム』、
ピアソンエデュケーション）
Trebilcock, M. J.［1994］The Prospects of Reinventing Government, Howe Institute
Trebilcock, M. J. and Iacobucci, E.［2003］“Privatization and Accountability,” Harvard Law
Review, vol.116, No.5, pp.1422-1453
Vickers, J. S. and Yarrow, G. K.［1988］Privatization: An Economic Analysis, Cambridge
MIT Press
Wildavsky, A.［1979］Speaking Truth to Power, Macmillan
Wilson, J. Q.［1989］Bureaucracy: What Government Agencies Do and Why They Do It,
Basic Books

法政論集

259 号（2014）

211

