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Ⅰ　序　論

1　はじめに

近年の行政改革において、民間の活力を活用しようとしたものが目立つように

なってきている。それは、行政の現場における「ガバナンス」意識や NPM改革

の流行にも表れているように感じられるが、我々が最も興味を抱いたのは「官」

と「民」の間における人材の流動である。日本においても、「官」と「民」の垣

根を低くすることで行政サービスや質を向上させるべきという意見の主張があり、

実際に国の機関と民間企業の間での人事交流として「官民人事交流」が行われて

いる。しかし、平成12年度に施行が開始された当制度に対する先行研究の数は少

なく、「官民人事交流」の実態に関しては不明な点が多いのが現状である。こう

した問題意識の下で、本研究においては「官民人事交流の件数が省庁間、あるい

は年度により変化しているのはなぜか」というリサーチクエスチョンを立て、官

民人事交流の現状を解明することを第一の目的とした。また、調べた結果に対し

て発表されている官民人事交流方針との乖離が見られるようであれば、問題点と

して指摘することを副次的な目標としている。

研究に際しては人事院が発表している「平成26年官民人事交流に関する年次報

告」1）をコーディング化したものを主なデータとして活用し、省庁間の交流数を

左右する独立変数を検証するとともに、交流の増減が著しい省庁に関しては個別

に考察を加えた。

2　官民人事交流に関する解説

（ 1 ） 官民人事交流とは

研究についての論述に入る前に、今回の論文で研究対象とする官民人事交流に

ついて解説する。

「官民人事交流」とは、国と民間企業との間の人事交流に関する法律（官民人

事交流法）に基づき、透明性・公開性を確保した公正な手続きの下、公務の公正

な運営を確保しつつ、民間企業と国の機関との人事交流を推進する制度のことで

ある。具体的な制度の内容、規程は以下の通りである。
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○交流の規則

交流の対象となる企業は以下が挙げられる。株式会社、合名会社、合資会

社、合同会社、信用金庫、相互会社監査法人、弁護士法人、医療法人、学校

法人、社会福祉法人、日本赤十字社、消費生活協同組合、NPO法人、一般

社団法人（公益社団法人を含む）、一般財団法人（公益財団法人を含む）、外国

法人（外国法により設立された法人）の中で人事院が定めるもの（※平成26年

官民人事交流法改正により拡大）

交流する職員は、国家公務員法第二条に規定された、一般職に属する国家

公務員を指す。なお調査対象は中央省庁（ 1府10省庁）に限定する。

制度の仕組みとしては、国から民間への交流派遣、民間から国への交流採

用の 2種類が挙げられる。まず、交流派遣（国→民間）は民間企業が国家公

務員を有期で雇用するもので、派遣された者は、国家公務員としての身分を

保有しつつ民間企業の従業員の身分を有し、期間は基本 3年以内で最長 5年

間、民間からの給与、処遇は年金、雇用保険を除き民間従業員のものが適用

される諸制度を適用される。交流採用（民間→国）は、国が民間企業の従業

員を有期で雇用する。採用された者は、国家公務員としての身分を有し、民

間との雇用の継続・停止を選択できる。任期は基本 3年以内で最長 5年間、

給与は国からのみ支給され、国家公務員としての処遇を受ける2）。

（ 2 ） 官民人事交流の目的

人事院ホームページ3）によると官民人事交流制度の目的は、民間企業と国とい

う行動原理の違う組織間における人事交流を通じて、以下の 2つの点を実現する

ことである。

①　民間と国との相互理解を深める。

表 1 - 1 　交流採用における「退職型」と「雇用継続型」の相違点

退職型 雇用継続型

⑤任期満了後の再雇用について取り決め
⑥従業員は退職
⑦各府省で任期を定めて採用し、始業
⑧期間満了後、民間が再雇用

⑤任期中・満了後の雇用等について取り決め
⑥各府省で任期を定めて採用し、始業
⑦期間満了後、民間に復帰
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②　双方の組織の活性化と人材の育成を図る。

これは、比較的閉鎖的であるといえる日本の公務員人事制度において、これま

で民間企業と省庁との人事交流が多くは行われてこなかったという背景から、当

制度を通して民間と国との人材交流の途を開こうとするものであるとわかる。

また、国と民間企業との間の人事交流に関する法律第 1条4）には、その目的は

以下の 2つの点から公務の能率的な運営に資することであると記されている。

①　職員の交流派遣を通し行政の課題に柔軟かつ的確に対応するために必要

な知識及び能力を有する人材の育成を図る。

②　効率的かつ機動的な業務遂行の手法を体得している者の交流採用を通し

て行政運営の活性化を図る。

これは、複雑・高度化する行政課題に対して、官民の人事交流を通した人材育

成を行うことで、公務員の対応能力を高めようとするものであるとわかる。

以上のことから、官民人事交流制度の目的は、民間企業と国の相互理解・双方

の活性化と人材育成に加え、行政の質の向上を図ることであるといえる。

（ 3 ） 官民人事交流の意義

官民人事交流の実績は図 1 - 1、 1 - 2の通りである。導入当初は派遣・採用と

もに数人から数十人規模と、少なすぎて意味がないという批判もあったが、近年

は増加傾向にあり、派遣は150人程度、採用は400人程度にのぼる。交流派遣より

も、民間から省庁への交流採用の方が量的に大きいことがわかる。

官民人事交流制度の普及活動の一環として、官民人事交流推進ネットワーク事

務局が、これから交流する企業向けに、官民人事交流を経験した本人へのインタ

ビューを行い、それを取りまとめた資料を作成している5）。民間企業での業務を

経験した国の職員、国の業務を経験した民間企業の社員、官民人事交流を実施し

た民間企業の人事担当者がそれぞれ人事交流の利点として次のようなものを挙げ

ている。

○交流派遣

「官」からの利点
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・それまでの仕事で培ったことを発揮できて自信になる。

・民間企業の意思決定方法を理解できた。

「民」からの利点

・専門知識を持つ人材を活用できる。

・幅広い人脈を企業の発展に生かしてくれる。

出典：人事院　官民人事交流に関する年次報告（平成26年）

出典：人事院　官民人事交流に関する年次報告（平成26年）

図 1 - 1 　官民人事交流の実績①―交流派遣

図 1 - 2 　官民人事交流の実績②―交流採用
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○交流採用

「民」からの利点

・政策立案の能力の向上など人材育成につながる。

・国の立場で物事を考える視点が企業で役立つ。

当資料には交流採用における「官」からの利点については記載がなかったが、

交流採用においては、国土交通省が民間の広告代理店の職員を採用して広報戦略

の参画にあたらせる6）など、本人の専門知識を省庁での仕事に活かすような採用

が多く見られることから、民間企業の職員の持つ知識を国の仕事に取り入れるこ

とが期待されているとわかる。

以上が示すように、官民人事交流制度は官と民との人材交流の途を開き、国に

よる行政の質の向上を図るものとして推進され、現在は数百人程度が活用してお

り、その効果も国と民間企業双方により認識されている。よって当制度には一定

の意義があるといえる。

3　問題意識と先行研究

官民人事交流に関しては制度施行からまだ日が浅く、官民人事交流に関する研

究を加えた論文を探すことは困難であったが、ここでは私たちが官民人事交流に

関する現状と問題点を認識する契機となった「官民人事交流に関する考察」7）に

ついて紹介する。

（ 1 ） 官民人事交流の現状

筆者の論によれば、官民人事交流が制度化する以前の行政側と民間側は官民間

の交流に対して積極的ではなかったという。そうした状況に対する官庁側の事情

としては閉鎖的任用制が、官庁・民間に共通する事情としては交流の必要性に対

する疑問が挙げられている。まず、官庁側の理由であるが、筆者は「日本では新

規一括採用の職員を各省庁単位で採用し、長期にわたって職員の育成と人材配置

を決めてきたため、民間企業から人材を受け入れることや、職員を民間に派遣す

ることは稀であった」としている。日本の公務員任用は、入口で一括採用した職

員に対する人事異動の発令（辞令）という形式で行われ、組織単位ごとの終身雇

用制と年功序列制を基本としているため、組織の壁を超えた労働力移動（特に官

民間）をあまり想定していないのである。加えて、官庁・民間相互で交流の必要
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性を感じていなかったことも原因の 1つであると筆者は指摘している。一方で、

高度化、複雑化する行政課題に対し公務員の対応能力を高め、国民の負託に応え

ていくためには国家公務員の人事システムの開放化が不可欠である、との認識の

下で開始された官民間の人事交流の実施件数は上記の事情に反して、数字の上で

は順調に増加している。

（ 2 ） 官民人事交流の課題

筆者が指摘する官民人事交流の課題点は以下の 6点である。

1．派遣先の選択は組織戦略に基づくものではなく、職員個人の自発性にゆ

だねられている。また、民間からリクルートする場合は行政機関として欲し

い経験とスキルがあるが、職員を派遣するときは派遣後にどのような経験と

スキルを活用するか不明確なところがある。これらは、部署ごとのミッショ

ンが明確でないことによる問題である。

2．民間で経験を積むことによって業務の効率性を向上させるという目的に

対し、交流体験後の検証がないため、どの程度の効果があったのか不明確で

ある。

3．交流派遣が、定年まで働ける環境を保障しつつ人件費の削減・組織の活

性化を図る目的の下で、「新しい天下り」となる可能性がある。

4．交流採用・派遣に対する人事院の審査として、「省庁と許認可権に関わ

る職場には派遣できない」というルールが適用されるが、双方の業務に関連

がなければ、交流に対するインセンティブは生まれにくい。

5．行政職員と民間企業とのマッチングに関しては官側の官民人事交流推進

ネットワークが主な役割を担っているため、交流の基準を行政側の都合で決

めていることになり、民間側にメリットがない。

6．人事交流に積極的な府省と非積極的な府省が存在する。

以上の 6点が課題として提示されていたが、 6の問題点については詳細な記述

がなく、こうした差を生み出す原因は不明であった。先において官民人事交流の

定義や意義について述べ、上の先行研究紹介においてその課題を記したが、そも

そも官民人事交流自体が行われなければこの議論は成り立たない。そこで、我々

は現状において官民人事交流制度が安定的に行われていないという問題意識をも
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とに論文を執筆することとした。

4　リサーチクエスチョン

以上の問題意識から、我々は「なぜ官民人事交流実施件数が年次毎および官庁

間で大きく異なるのか」というリサーチクエスチョンを設定した。

官民人事交流推進会議において指摘された課題は、①交流基準、各種制限の厳

しさ、②官と民の間の待遇格差、③民間側のニーズとの不一致などが挙げられて

いたが、交流に積極的な省庁があることも確認された。そのため、上述した課題

以外にも官民人事交流が機能しにくい要因を考える必要性があり、官民人事交流

に対する姿勢が各省庁で異なることに着目した。どれほど省庁間で差があるのか

について、人事院が制作した官民人事交流に関する年次報告をもとに、交流派遣

と交流採用の累計をまとめたところ、表 1 - 2のような結果となった。

また、平成20年度から平成26年度における交流派遣と交流採用の人数の推移を

調べたところ、図 1 - 3、 1 - 4のような結果となり、 1つの省庁の実施報告にお

いても実施年度により交流人数のばらつきが見られたことから、省庁ごとの交流

の個別実績も分析したい。そして、本研究では、省庁ごとに官民人事交流の実施

数が異なる理由を解明し、いまだ研究やデータの少ない官民人事交流制度の実績

表 1 - 2 　 各府省における20～26年度まで
の新規官民人事交流者数累計

府省 交流派遣累計 交流採用累計

内閣府 8 12

総務省 58 54

法務省 1 1

外務省 1 41

財務省 13 79

文部科学省 6 4

厚生労働省 28 71

農林水産省 34 41

経済産業省 92 161

国土交通省 103 226

環境省 7 40

合計 351 730



179

や効果をつかむ一端となることを目指す。「官」と「民」の人材交流を進めてい

くにあたって、可能であればすべての省庁や行政組織で一律に民間との人材流動

を行うことは正しいのかについて考察を行いたい。

5　仮　説

リサーチクエスチョン「なぜ官民人事交流実施件数が年次ごとおよび官庁間で

図 1 - 3 　交流派遣人数の推移

図 1 - 4 　交流採用人数の推移
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大きく異なるのか」に対して、我々は以下の仮説を設定し、検証することにした。

【仮説】

・人的資源が不足していないほど官民人事交流は活発になる

・行政ネットワークが強いほど官民人事交流は活発になる

・民間企業の規模が大きい（小さい）ほど、交流は活発に行われる

1つ目の「人的資源が不足していないほど官民人事交流は活発になる」という

仮説は、人事交流をするための資源である人員に着目した。その人員の指標とし

て、民間企業以外との人事交流を各官庁がどの程度行っているか、キャリア官僚

の割合はどのくらいかを調べ、官民人事交流数との関係を検証する。

2つ目の「行政ネットワークが強いほど官民人事交流は活発になる」という仮

説は、官と民の間に存在する関係、つまり、官と民を結ぶ中間団体のネットワー

クに着目したものである。官と民を結ぶネットワークを独立行政法人、特殊法人、

地方との交流人数などで操作化し、計量分析を行った。

3つ目は、 1つ目と 2つ目は官庁内の事情から考察したのに対し、民間企業か

らの観点で検証する。民間企業の人事交流への積極度合いが官民人事交流に関係

していると考え、その指標を民間企業の規模とした。規模については従業員数と

資本金で測っていく。また、ここでは交流を採用と派遣別で仮説を立てる。つま

り「民間企業の規模が大きいほど交流は活発に行われる」、「民間企業の規模が小

さいほど交流は活発に行われる」の 2つに分けて検証した。採用する場合と派遣

する場合とで、民間企業の人事交流への積極度合いが異なってくると考えられる

からである。

上記に示した仮説以外に、省庁ごとに年度別で交流数にばらつきがあったため、

省庁別の分析も行った。

また、2015年 8月 6日に、官民人事交流制度を利用して民間企業から環境省へ

派遣されている当ゼミ OBの久保氏にインタビュー調査を行った。この派遣は一

般的な人事運用に基づくものであるが、貴重なご意見として紹介させていただい

た。

6　使用データ

我々は研究を始めるにあたって、過去の官民人事交流のコーディングを行った。
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ここでは、人事院の HPから『平成26年　官民人事交流に関する年次報告』を使

用し、業種などの事項をコード化したが、ここでは詳細は省略する。

Ⅱ　仮説検証

1　官庁側の考察に対する分析枠組み

省庁における官民人事交流件数の違いはどのようにして形成・維持されるので

あろうか。いくつかの理論的な仮説が定立できそうである。

そもそも、省庁における人事交流の本質は省庁分立体制の打破にあるとよくい

われる。現行の人事システムでは、国家公務員は各省庁によって個別に採用され、

採用官庁への帰属意識を生みだすものとなっている。なぜならば、ノンキャリア

組にとっては与えられた職場がほぼ生涯の職場であるので、そこで忠誠を励む以

外に他はない。キャリア組については、自らに与えられている省庁内のキャリア

パスを追求することが公務員として生活するインセンティブとなるからだ。

そこで「人事交流」を行い各省間における人事の壁を低くすることで、現行の

人事システムによって高まった各省分立体制を緩めようとする狙いがあった。実

際、官民人事交流が開始される以前から「省庁と省庁」、「省庁と自治体」、「省庁

と国会」と、「官と官」での人事交流を行ってきた。これが正しければ「官と民」

における人事交流においても、人事交流を行うことで「官と民」で人事の壁を撤

廃し、相互の理解、活性化を図るものと理解できる。

しかし、「官と官」における人事交流と「官と民」における人事交流を分けて

考える必要がある。「官と民」の交流は天下りに代表されるように、「官と官」の

交流とはまた別の意図が隠れている場合もあるからだ。

日本における「官と民」の関係についてチャルマーズ・ジョンソン8）は、「欧

米において国家と社会は規制する者と規制される者で緊張的な関係にあるが、日

本における国家は社会諸集団と協力関係に立ち、社会を指導している」と述べて

いる。実際、日本の省庁は様々なネットワークを持ち、多くの社会諸集団を媒介

として社会の深いところから、末端から、社会的な利益を代弁しているといえる。

したがって社会的な利益を代弁するネットワークを持つ省庁ほど、民との繫が

りによって、官民人事交流が活発に行われるのではないかと予想される。

また現在の人事システムのもとにおいては、ゼネラリストとしての公務員が原

則とされながらも、実際に多くの職場を移動し、多様な事務・事業を経験しなが
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らゼネラリストへの道を歩むのはいわゆるキャリア組に限定されている。ノン

キャリア組は配属された組織単位の実務に精通することを求められるため、この

意味で一種のスペシャリストへと養成される9）。これが正しければ、専門性が低

く、キャリア組の比率が高い省庁ほど官民人事交流を活発に行っているのではな

いかと予想される。

さらに、日本の中央行政機関における組織・定員管理には極めて厳しい「鉄格

子」がはめられている10）。その対象とはならない「隠れ国家公務員」として、定

員管理の抜け穴として官民人事交流を利用していることも考えられる。つまり、

省庁において実際の業務量が実員だけで対応することが事実上できない場合があ

り、そのような場合において不足する人員を確保するために派遣要請を行う状況

が想定されていると考えることもできる。

上記の議論から、官庁側の官民人事交流件数に対する影響を次のような仮説に

まとめることができる。

仮説①：人的資源による違い

▶人的資源の操作化

・定員要求の多い省庁ほど官民人事交流を活発に行っている

・常勤者数を持つ省庁ほど官民人事交流の件数が多い

・キャリア官僚の割合が多い省庁ほど官民人事交流の件数が多い

仮説②：行政ネットワークによる違い

▶行政ネットワークの操作化

・府省間交流を活発に行う省庁ほど官民人事交流を活発に行っている

・所轄する独立行政法人が多いほど官民人事交流を活発に行っている

・所轄する業界団体が多いほど官民人事交流を活発に行っている

・所轄する特殊法人が多いほど官民人事交流を行っている

2　人的資源に関する仮説

官民人事交流について、人事院や総務省から以下のような指摘がある。『交流

派遣についても、他の交流（他府省、地方公共団体、特殊法人等）を削って実施す

る必要を感じていない』11）、『他の交流（府省間・地方公共団体等）にも配慮する必

要がある』12）。このような指摘から、官民人事交流における人的資源の不足とい

う問題が浮上する。官民人事交流が活発化しないのは、様々な理由により人的資
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源が不足しているため、官民人事交流にまわす人間がいないということである。

つまり、「人的資源が不足していないほど官民人事交流は活発になる」という仮

説を置くことができる。

ここでは「人的資源」についてその他の交流とキャリア官僚の割合に着目した

い。その他の人事交流とは後に詳しく述べるが、府省間交流と国と地方自治体と

の間の交流を指す。こちらも後に詳しく述べるが、キャリア官僚の割合について

は、ノンキャリア官僚よりもキャリア官僚のほうが交流を活発に行っていると推

測できる。

（ 1 ） その他の交流

まず、人的資源の不足をその他の人事交流の存在に求める点について分析する。

各省庁は官民人事交流だけでなく他にも府省間交流や地方公共団体との交流を

行っている。人的資源不足の 1つの原因は府省間交流や地方公共団体との交流に

あるのではないかと考えると、「その他の人事交流件数が少ないほど官民人事交

流が活発になる」という小仮説を立てることができる。つまり、官民人事交流を

従属変数とした場合、従属変数の大小を左右する独立変数がその他の人事交流で

あると捉えるのである。そして、この従属変数と独立変数は負の相関関係にある

という仮説である。

（a） その他の交流について

ここではその他の人事交流、つまり府省間交流と国と地方公共団体との間の人

事交流についてそれぞれの詳細を見ていく。

府省間交流とは各省庁の間での人事交流であり、「各府省間の緊密な連携の強

化、広い視野に立った人材の養成」13）を目的としている。特徴としては、幹部や

将来の中核的要因と見込まれる職員に対して推進をしていることにあり、いわゆ

る出世コースの一部としての意味合いが強い。

国と地方公共団体との間の交流とは国家公務員と地方公務員の交流であり、国

家公務員と地方公務員それぞれに目的がある。国家公務員の目的としては地方の

実情を勉強することがあり、地方公務員の目的としては国の実務を体験するとい

う目的がある。加えて国と地方自治体との関係について、国が上で地方自治体が

下という上下主従の関係から、交流を通して対等協力関係へ移行するという狙い

もある14）。ところが実情では、地方自治体から国へ出向する地方公務員は若手が

多いのに対して、国から地方自治体へ出向する国家公務員は課長級以上を含む幹
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部職が多く出向しており、交流する職員の階級は対等であるとはいえず、国家公

務員の幹部職による地方自治体のポスト独占という問題が指摘されている。

（b） 検証方法

上記の通り、従属変数を官民人事交流に置き、独立変数をその他の人事交流に

置いて相関分析を行う。官民人事交流は省庁ごとの年ごとの件数をその実績とし

て操作化する。同様に、府省間交流・国と地方公共団体との間の交流においても

省庁ごとの年ごとの件数をその実績として操作化する。仮説では、独立変数が小

さければ小さいほど従属変数が大きくなるとし、その原因をその他の人事交流件

数が少ないと人的資源に余裕が生まれ、官民人事交流に力を入れやすいのではな

いかということに求めるとする。

また、それぞれの人事交流の件数のデータは人事院や内閣人事局がホームペー

ジ上で公開しているものを使用する。具体的には、以下の通りである。官民人事

交流は「人事院　官民人事交流に関する年次報告」15）、府省間交流は「内閣人事

局　府省間交流の実施状況」16）、国と地方公共団体の交流は「内閣人事局　国と

地方との間の人事交流の実施状況」17）である。

（c） 検証における留意点

さらに、検証するにあたっていくつか数値に対する留意点がある。まずは、ど

の時点でのデータを使用するかという問題である。というのも、官民人事交流の

期間は約 2年間が大半であり、府省間交流は 1年程度、国と地方公共団体との間

の交流は期間の定めは特別にない、という交流期間のばらつきがある。またデー

タ上の問題としても、官民人事交流はその年の総件数とその年から新しく交流を

始めた件数との両方のデータがわかる。だが、府省間交流と国と地方公共団体と

の交流はその年の総件数はわかるが、その年から新しく交流を始めた件数の省庁

ごとのデータはわからない、ということになっている。この 2つの問題から、官

民人事交流はその年から新しく交流を始めた件数を実績とし、府省間交流と国と

地方公共団体との交流はその年の総件数を実績とすることと定義する。理由は、

以下の通りである。まず、府省間交流は期間が 1年程度のため、その年の総件数

と、その年から新しく交流を始めた件数は、ほぼ同数と見ることができる。この

ことから、官民人事交流についてその年から新しく交流を始めた件数を実績と置

いても問題がないと判断した。本来ならば国と地方公共団体との交流も同様にそ

の年から新しく交流を始めた件数を実績とするべきであるが、データが不足して

いるという問題があり、さらに国と地方公共団体との交流は毎年その件数がほぼ
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横ばいであるし、その年から新しく交流を始めた件数も数十件にとどまっている

ことから、その年の総件数で実績を置き換えることとした。

次の問題としては、官民人事交流は実施していても、国と地方公共団体との交

流は実施していない省庁が存在することである。その省庁とは、林野庁、資源エ

ネルギー庁、特許庁、中小企業庁、観光庁の 5庁である。だが、これらの庁は、

例えば林野庁は農林水産省、資源エネルギー庁は経済産業省、というように、そ

れぞれ上部組織が存在している。つまり、国と地方公共団体との交流をこれらの

5庁がしていたとしても、その実績をそれぞれの上部組織の実績として数えてい

るという可能性があるのだ。この場合、単純に 5庁の実績をないものとして扱う

のではなく、上部組織のものとみなして実績を算出すべきである。しかし、入手

した資料においては各省の中で国と地方公共団体との交流を行っている下部組織

の内訳は判断できなかった。そのため、今回は国と地方公共団体との交流に合わ

せ、官民人事交流における 5庁のデータは使用しないこととする。また、この判

断について補強するもう 1つの理由がある。それは、データとして 0という数値

は、「交流を実施しているが件数が 0」なのか、「そもそも交流をしていないから

件数が 0」なのか、どちらの解釈が正しいのかわからなくなる。つまり、もし仮

に 0という数値があれば「交流を実施しているが件数が 0」と統一して解釈でき

るようにするためにも、先に挙げた 5庁のような交流をしていない庁の存在を考

慮しないことは妥当だと考える。

最後に、官民人事交流のデータについても留意点がある。今回使用するデータ

において官民人事交流は平成21年度から平成26年度までの件数がわかるが、その

うちの平成23年以前は各省庁の交流件数が 0か 1の場合がほとんどである。今回、

これらの平成23年以前のデータも使用しないこととした。なぜなら、平成23年以

前のどの年も、どの省庁も、一貫してデータが 0か 1だからである。これは、官

民人事交流がまだ本格化していないなどの理由でこのように件数がかなり少ない

と考えられ、今回検証するその他の人事交流が原因ではないと判断できる。この

ように、平成23年以前の官民人事交流データを使用しないことに合わせて、その

他の人事交流との相関分析は平成24年以降のデータで行うこととする。

以上の留意点をまとめると次のようになる。①それぞれの交流件数は官民人事

交流がその年から新しく交流を始めた件数とし、府省間交流と国と地方公共団体

との交流ではその年の総件数とする。②国と地方公共団体との交流を行っていな

い 5庁（林野庁、資源エネルギー庁、特許庁、中小企業庁、観光庁）のデータは使用
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しない。③平成23年以前の官民人事交流のデータは使用しない。

（d） 相関分析

以上の留意点などを考慮しながら、ここでは相関分析を行う。小仮説は「その

他の人事交流件数が少ないほど官民人事交流が活発になる」というものであり、

独立変数をその他の人事交流、従属変数を官民人事交流と置いていた。ここでは

この独立変数をさらに府省間交流と国と地方公共団体との交流の 2つに細分化す

る。したがって府省間交流を独立変数とし、官民人事交流を従属変数とするもの

と、国と地方公共団体との交流を独立変数とし、官民人事交流を従属変数とする

ものの 2段階に分けて仮説を検証していく。

まずは、府省間交流である。相関分析の結果、有意確率0.221％となり「府省

間交流の件数と官民人事交流の件数は独立（無関係）である」という帰無仮説は

棄却されず、 2つの変数に相関関係はないといえる。したがって、独立変数の府

省間交流と従属変数の官民人事交流との間に相関関係は見つからなかった。府省

間交流の件数が少なく人的資源が余っていたとしても、また反対に府省間交流が

活発に行われていて人手が奪われていても、官民人事交流が活発に行われるかど

うかに関係はないようだ。なぜこのような結果になったのか、考えられる原因と

しては次のことが挙げられる。府省間交流は省庁職員の出世の登竜門的な仕組み

であり、平成24年度には新しく課長に就任した職員の 6割以上が府省間交流を経

験しているというデータもある（図 2 - 1）18）。このようなことから、官民人事交

流や人的資源などの要因を考慮せず日常的に府省間交流は行われていると考えら

れる。したがって、府省間交流は他の交流や人的資源の問題とは独立して行われ

ているとすることができ、官民人事交流に及ぼす影響が少ないのではないかとい

える。

次に、国と地方公共団体との交流である。相関分析の結果は図 2 - 2、表 2 - 1

のとおりとなった。

有意確率は0.00であり、帰無仮説は棄却される。ゆえに、国と地方の交流の件

数と官民人事交流の件数は正の強い相関関係があるということがわかった。した

がって、国と地方の交流が少ないほど官民人事交流が多いという仮説とは正反対

の結果になった。このことから、人事院や総務省による人的資源不足で官民人事

交流が進まないという指摘は間違っている可能性があると考えることができる。

では、なぜこのような結果になったのだろうか、原因を分析してみたい。ここで

は、よく交流をしている省庁が国交省ということもあり、そもそも省庁の職員数
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が多ければ多いほど国と地方の交流の交流もよくやっているのではないかと考え、

省庁の職員数を独立変数とし、国と地方公共団体との交流を従属変数で相関分析

をしてみた。省庁の職員数は平成24年度「一般職の国家公務員の任用状況調査報

図 2 - 1 　総務省において新しく課長に就任した職員のうち
他府省への出向経験がある職員の割合

表 2 - 1 　国と地方の交流と官民人事交流との相関関係

国と地方の交流 官民人事交流

国と地方の交流 Pearsonの相関係数 1 0.707＊

有意確率（両側） 0.000  

度数 33 33

＊　相関係数は 1％水準で有意（両側）。

出典：総務省『府省間交流の実施状況』（平成25年 8月 9日）より抜粋。グラフ改題。
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告」（人事院人材局企画課）を参考とした。図 2 - 3中の単位は100人である。また

それに合わせ、国と地方公共団体との交流のデータも平成24年度のもののみを使

用した。この分析結果が図 2 - 3、表 2 - 2である。

分析の結果、 5％水準で有意に正の相関が見られた。つまり、人数が多い省庁

ほど国と地方の交流を活発に行っているということになる。このことをこれまで

の分析に考慮すると、「人数が多い省庁ほど国と地方の交流を活発に行っており、

国と地方の交流を活発に行っている省庁ほど官民人事交流を活発に行っている」

という結論にいたる。この結果を図示したのが図 2 - 4である。

仮説では、図 2 - 4の下の矢印について検証したが、このように 3つの変数を

図示すると A省庁と職員数と C官民人事交流との関係が浮かび上がってくる。

つまり、国と地方公共団体との交流が多いほど官民人事交流が多いというのは、

実はそこに相関関係はあれども因果関係はなく、省庁の職員数が多いがゆえに

（国と地方公共団体との交流が多く）官民人事交流が多いという因果関係があるの

ではないだろうか。

ところが、省庁の職員数と官民人事交流の間には有意な相関は見られなかった。

しかしこれは、省庁の職員数に対して官民人事交流件数が著しく少ないことが原

因であって、全く相関が見られないというわけではなさそうだ。つまり、省庁の

職員数が多いと官民人事交流件数が多いということもいえなくもないだろう。

（e） 結果

ここで小仮説に戻ろう。小仮説は「その他の人事交流件数が少ないほど官民人

事交流が活発になる」というものであった。検証の結果、この小仮説は妥当では

ないことが明らかになった。むしろ、国と地方公共団体との交流に限っていえば

小仮説とは逆の結果になってしまった。まとめると、ここで扱ったその他の人事

交流と官民人事交流はそれぞれ因果関係がなく、人的資源不足が原因で官民人事

交流が活発にならないのかは明らかにできていないとしても、少なくとも人的資

源不足の原因はその他の人事交流にはないという結論にいたる。

また、もし仮に、国と地方公共団体との交流が多いと官民人事交流も多くなる

という結果の原因が省庁の職員数にあるとすれば、省庁全体の人的資源という意

味では官民人事交流に関係があるものの、それでもやはり国と地方公共団体との

交流のせいで人的資源が削がれるという結論にはならないということができる。
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表 2 - 2 　国と地方公共団体との間の交流数と官民人事交流件数の相関関係

国と地方公共団体
との間の交流

人数×100人

国と地方公共団体との交流

Pearson の相関係数 1      0.738＊＊

有意確率 （両側） 0.015

度数 10 10

＊＊　相関係数は 5％水準で有意（両側）。

図 2 - 3 　国と地方公共団体との間の交流数と官民人事交流件数の相関関係
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（ 2 ） キャリア官僚の割合

現在の人事システムのもとにおいては、ゼネラリストとしての公務員が原則と

されながらも、実際に多くの職場を移動し、多様な事務・事業を経験しながらゼ

ネラリストへの道を歩むのは、いわゆるキャリア組に限定されている。ノンキャ

リア組は、配属された組織単位の実務に精通することを求められ、その意味で一

種のスペシャリストへと養成される。これが正しければ、専門性が低く、キャリ

ア組の比率が高い省庁ほど官民人事交流を活発に行っているのではないかと予想

される。つまり、人的資源の小仮説の 2つ目として「キャリア官僚の割合が高け

れば高いほど官民人事交流を活発に行う」というものを設定する。

（a） 検証方法

その他の交流の検証と同様に、従属変数を官民人事交流と置き、独立変数を

キャリア官僚の割合と置いて相関分析を行う。キャリア官僚の割合のデータは平

成26年度の国会議事録より引用した19）。

（b） 相関分析

有意確率が0.525となり、統計的に有意な関係が見られなかった。したがって、

今回用いたデータでは、キャリア官僚の割合は有意な説明力を持たないことが示

された。

（ 3 ） 結　論

人的資源として操作化した、その他の交流についても、キャリア官僚の割合に

ついても、仮説通りの結果は出なかった。人的資源仮説の分析によっては、「省

庁の職員数という意味での人的資源が必要である」という当たり前の結論が導か

れるのみであった。結局、省庁ごとの特徴であるその他の交流とキャリア官僚の

割合は人的資源とは有意な関係はなかったと結論づけざるを得ない。では、人的

資源以外の省庁ごとの特徴によって官民人事交流の活発さは理由づけられるので

あろうか。次の章では、人的資源ではなく省庁の行政ネットワークの差に着目し

た仮説を検証する。

3　行政ネットワークによる仮説

推計の結果は以下の表 2 － 3 、 2 － 4のとおりである。

特殊法人の数については正の強い有意な関係が示された。地方公共団体の交流

人数、独立行政法人については統計的には有意な関係として示されなかった。し
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かし、 2変量の相関を調べてみると、各変数にすべて強い有意な関係が見られた

ことから、因果関係の特定はできないが、行政と市民間にある様々な中間団体を

所轄する省庁と官民人事交流の件数にはある程度の相関があると考えられる。

この結果から、省庁は中間団体を利用して社会の末端から利益を代弁すること

を踏まえ、官民人事交流を利益媒介の 1つの経路として利用していることが示唆

される。

4　民間の企業規模に関する仮説

（ 1 ） 仮説の提示

ここでは、民間企業規模が官民人事交流においてどのような影響を与えている

のかを検証し、主として民間企業側が官民人事交流への積極的参加を試みる場合

を明確にしたい。そこで我々は、

「交流採用の場合、民間企業の規模が大きい方が交流は活発に行われる」

「交流派遣の場合、民間企業の規模が小さい方が交流は活発に行われる」

という 2つの仮説を検証する。この章の流れとしては仮説設定の意図について

表 2 - 3 　行政ネットワーク仮説検証結果

B 標準誤差 標準化係数 ｔ値 有意確率

（定数） 14.633 10.814 　1.353 0.199

特殊法人の数 10.043 3.798 　0.677 　2.645 0.02

独立行政法人の数 1.571 1.332 　0.246 　1.179 0.259

地方公共団体の交流人数 －0.17 0.198 －0.25 －0.088 0.932

表 2 - 4 　相関係数表

相関係数 有意確率（両側）

独立行政法人数 0.555＊＊ 0.021

特殊法人数 0.776＊ 0.000 

地方公共の採用人数 0.643＊ 0.005

＊　相関係数は 1％水準で有意（両側）。
＊＊　相関係数は 5％水準で有意（両側） 。
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最初に説明した後、検証結果を示すこととする。

（ 2 ） 仮説の設定意図

まず、交流採用の場合における仮説を設定した意図であるが、三菱 UFJリサー

チ＆コンサルティングが平成19年 3月に発表した「民間企業等における官民人事

交流に対する意識に関する調査研究報告書」20）内において、民から官への派遣（交

流採用）に対する主なネガティブな意見として、「中堅社員（30～40歳代）は不足

しており派遣は難しい。40歳代後半からであれば派遣可能」、「若手社員が不足し

ており、特に30代は社内でも重要な職責を担っており派遣は難しい」、「人手不足

であり、派遣は基本的には行わない」という意見が紹介されていた。上記のよう

な意見が現状の交流採用のデータからも示されるのであれば、交流採用は企業規

模により参加可能性が潜在的にコントロールされていると主張することができ、

国と民間企業の人事交流に関する基本方針21）で示されている「各行政機関は、

民間企業における様々な業務遂行手法を公務部門に取り入れるとの観点から、国

家公務員法等の一部を改正する法律（平成26年法律第22号）により人事交流の対

象となる民間企業の範囲が拡大されたことも踏まえ、人事交流の相手方とする民

間企業やその部門が多様なものとなるよう努めるものとする」という留意事項に

反する。こうした点を踏まえ、上記の民間企業が示した意見のような傾向がデー

タとして示されるかを確認する。

一方で、交流派遣の場合は交流採用と真逆の仮説を設定した。先に記した三菱

UFJリサーチ＆コンサルティングによる報告書によると、官から民への受け入れ

（交流派遣）に対する主なポジティブな意見としては「受け入れ目的は『仕事上の

実利の獲得』である。具体的には、所管の役所との直接的なつながりの獲得があ

るだろうし、所管の役所以外でも、仕事の内容によってはメリットがある場合が

ありうる」ということが、ネガティブな意見としては「天下り等役所の人材を受

け入れる必要性はなかったし、今後もない」、「ビジネス上のメリットがある場合

には受け入れ可能であるが、役所からの受け入れに当社としてのビジネス上のメ

リットがあるかどうか疑問である」という意見が示されている。つまり、民間企

業の理解としては交流派遣を行うメリットは「所管の役所との直接的なつながり

の獲得」が大きく、ある種の天下り的なものだと判断されているのではないだろ

うか。ここでは天下りの是非を論じることは避けるが、一方でこうした考えが存

在することは天下りに関する議論を交流派遣の議論へ持ち込むことを可能にする
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のではないか。そこで我々が着目したのが、影響力均等仮説である。真淵22）に

よれば、影響力均等化説とは、ある業界の最大手以外の企業が天下り官僚の受け

入れによって、そうしなければ得られなかったような影響力・発言力を手にする、

という天下りのメリットを論じた仮説の 1つであり、そのために業界内の最大手

以外、特に中下位にランクする企業が進んで元官僚を受け入れると考えられる。

この論に従えば、企業規模が小さい企業の方がより活発に交流派遣を受け入れる

と考えられる。この仮説が実証された場合、国と民間企業の人事交流に関する基

本方針に反すると指摘できる一方で、官民人事交流のメリットとしての指摘が可

能となる。ただし、本節で行っているのは仮説を設定した理由についての記述で

あり、仮説に基づく考察は後に行うこととする。

以上を総括するとすれば、我々がこの章で行う仮説の検証は民間企業側が官民

人事交流への積極的参加を試みる場合を明らかにするためのものであり、官民人

事交流の件数の差に着目したリサーチクエスチョンに基づく。また、検証の付随

的な効果として仮説を設定した経緯より、当仮説が実証された場合には現状の官

民人事交流制度の課題や問題点を指摘することが可能であると考えられる。

（ 3 ） 仮説中の概念の操作化

次に、我々が設定した 2つの仮説、「交流採用の場合、民間企業の規模が大き

い方が交流は活発に行われる」、「交流派遣の場合、民間企業の規模が小さい方が

交流は活発に行われる」内の用語について操作的定義を示す。まず、「民間企業

の規模」は各企業の資本金及び従業員数で決定する。そして、「交流の活発性」

であるが、こちらは平成26年官民人事交流に関する年次報告における交流期間あ

るいは、連続交流回数で示すこととする。つまり、「企業の資本金あるいは従業

員数が多い（少ない）ほど、交流期間や連続交流回数が大きくなる」のかどうか

を調べて検証していく。

（ 4 ） 使用したデータ

交流企業名、連続交流回数、交流期間は平成26年官民人事交流に関する年次報

告より、各企業の資本金・従業員数は各社 HPより抜粋した。なお、同名企業が

存在し、交流企業が特定できないもの、各社 HPに資本金・従業員数の掲載のな

いものについては本検証より除外した。
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（ 5 ） 検証方法

本検証では、前項で説明したデータを用いた検証によって先述の仮説を検証す

る。検証の方法としては交流採用と交流派遣において、従業員と資本金の大小に

応じてデータのグループ分別を行った後、それぞれの連続交流回数、交流期間の

平均値を t検定にかけ、有意な差が見られるかを検証した。なお、大小の基準と

しては上に記したように一部のデータを除外した後、データの平均値を求め、そ

れを使用した。以下に、実際に検証を行ったデータ分類とグループ分別の基準値

を記す。

1．交流採用における従業員数の大小（10,959人）

2．交流採用における資本金の大小（1兆6530億8千万円）

3．交流派遣における従業員数の大小（16,703人）

4．交流採用における資本金の大小（1兆8573億3千万円）

以上の 4つにおいて、両グループの連続交流回数と交流期間の平均値の差を検

証に使用した。

（ 6 ） 検証結果

交流採用における従業員数と連続交流回数の関係

まず等分散性の検定を行ったところ、表 2 - 5の結果が得られた。そこで等分

散を仮定しないで t検定を行った。有意水準 5％で行ったところ、ｔ値は6.261

となり、P値は0.000以下の値となった。この結果、交流採用における従業員が

多い企業と従業員が少ない企業では連続交流回数に有意な差が見られた。

なお、その他に交流採用における従業員数と交流期間、交流採用における資本

金と連続交流回数・交流期間、交流派遣における従業員数と連続交流回数・交流

期間、交流派遣における資本金と連続交流回数・交流期間において上記と同様の

t検定を用いた平均値の比較を行ったが、すべてにおいて有意水準 5％を満たさ

ず、有意な結果は見られなかった。

以上の結果を総括すると、平均に有意な差が見られるのは交流採用における従

業員が多い企業と従業員が少ない企業との間での連続交流回数のみであり、その

他の場合における連続交流回数や交流期間に対して企業規模が与える影響は微小

であると指摘できる。設定した仮説に基づけば、「従業員数が大きい企業の方が
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交流採用を活発に行う」、「交流派遣の活発さと企業規模の関連はない」という 2

点が本検証から理解される。

（ 7 ） まとめ

最後に、検証結果に対する考察を加える。

まず、 1点目の「従業員数が大きい企業の方が交流採用を活発に行う」である

が、これは仮説を設定した意図として記した民間企業側の人手不足という点が原

因としてあてはまるだろう。つまり、従業員の少ない企業は連続的な交流を行う

ことが困難であり、交流自体が不完全なものとなる可能性が高いということであ

る。また、あくまでも本検証では連続交流回数での有意な差が認められたのみで

あるが、企業規模によって行われる交流採用そのものに影響があるということは

交流採用を行うインセンティブに民間企業の企業規模（余裕）が関連する可能性

は高いだろう。例えば、先に記した「民間企業等における官民人事交流に対する

意識に関する調査研究」においては「受け入れ期間が 2～ 3年では短すぎる」と

いう企業の意見が紹介されており、従業員数が小さい企業は短期の交流採用にメ

リットを感じない可能性が考えられる。また、国と民間企業の人事交流に関する

基本方針に記された内容とは反する結果であるため、改善が求められる点として

捉えられるであろう。

一方で、 2つ目の「交流派遣の活発さと企業規模の関連はない」という結果で

あるが、こちらは国と民間企業の人事交流に関する基本方針に合致する結果であ

る。これは、交流派遣の連続交流回数や期間は交流採用と比べると官庁側の意向

表 2 - 5 　交流採用における従業員数と連続交流回数の関係

変数 従業員数大 従業員数小 差

サンプル数（人） 164 324 －160

平均 　2.99 1.67 1.32

標準偏差 　2.613 0.996 1.617

等分散性の検定 母平均の差の検定

統計量：ｆ 111.261 統計量：ｔ 6.261

Ｐ値 0 Ｐ値 0

ｆ値の判定 有意 ｔ値の判定 ＜0.05
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でコントロールできる面が大きいためであると考えられる。一方で、影響力均等

化説から示されるような交流の小規模企業への偏重は示されていない。

官民人事交流に対する先行調査や先行研究においては民間企業のニーズを軽視

しているという点が語られることが多かったが、そもそも企業規模によって交流

採用（民から官へ）の流れは制限されている可能性がデータからも指摘できる。

交流の偏重を防ぐために企業側の交流を行うインセンティブを増やすとともに、

交流採用への参加が企業規模に左右されないようなシステム設計を行うことが肝

要であると指摘できる。

Ⅲ　事例分析

1　分析に際して

さて、上記の仮説検証において官民人事交流数に影響する独立変数を考察した

が、省庁の中には年度によって交流数が大きく変化するものが存在した。この章

では、コーディングデータを用いてそうした省庁の特徴を分析するとともに、変

化の理由を考察する。具体的には、交流派遣については、経済産業省、国土交通

省、総務省、農林水産省を、交流採用については経済産業省、財務省、国土交通

省、厚生労働省、環境省を対象とした。

また、官民人事交流に対する意見として、民間企業から環境省に派遣されてい

る久保氏に行ったインタビュー結果も併せて紹介する。

2　交流派遣の分析

（ 1 ） 経済産業省

経済産業省は基本的に日本経済の成長を助長するための省庁であり、その政策

の基本方針は 3つある。以下は、経済産業省のホームページ23）より抜粋したも

のである。

「目下の最優先課題

基本認識に基づき、まずは日本経済の喉元に突き付けられている課題の解

決を最優先とする観点から、

・原子力事故、震災からの再生

・円高への対応、空洞化防止、デフレからの脱却
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・電力供給不安の解消

の三つを最優先課題として設定し、国を挙げて対処し、企業が国内で事業継

続できる状況を作り、円高や電力供給不安が要因で本来日本経済を牽引しう

る国内事業の継続を断念せざるをえない事態を阻止する。また、2014年度か

らの消費税等を見据え、景気の変動に応じて適切かつ機動的なマクロ経済運

営を行っていく。」

以下、経済産業省の交流派遣の特徴を述べていく。

図 3 - 1を見てわかるように、グラフはM字の線を描いている。経済産業省の

交流派遣の特徴は以下の通りである。

・男女比率

まず、男女の比率は、男性 9割強、女性 1割弱であり、他の省庁と同じような

結果が見てとれた。

・期間、連続交流回数

期間に関しては24か月が一番多く、ほかにも12か月36か月の事例も見受けられ

たが、他の省庁と異なる点はなく、特に不自然な点は見当たらない。

連続交流回数についても 1回である者が最も多く、これも他の省庁と大きな差

は見当たらなかった。

・地位

派遣される地位の人物は基本的にコーディング表上の10番と 8番の 2つの役職

図 3 - 1 　経済産業省における新規交流派遣人数の推移
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がマジョリティであり、部長と平社員の派遣者数が最も多い。これは課長、参事

官クラスの社員を派遣することによって将来の出世に際して、外の空気を一度吸

うことによっていざ出世したときにその官民交流により得た知識を生かし将来の

日本の政策に関して生かすことができる。また、そのため出世コースの一部とし

て官民交流に派遣するケースがある。 8番の課長補佐については、部長クラスと

違い官庁としても官民交流に出したところで大きなダメージを受けることが少な

いため派遣しやすいという官庁側固有の事情もあると考察できる。

また、同様に人数の多かった平社員の派遣者は、明確な目的を持って派遣され

ていない可能性がある。つまり、本来であれば部長などの上位クラスの職員が明

確な目的を持って派遣されるはずだが、人手不足などを原因に派遣できる適当な

職員が見つからず、しかたなくその代わりとして、言い換えれば埋め合わせとし

て平社員を派遣した、と考えられる。

また、民間に派遣されてからの地位も部長クラスと平社員クラスが多い。部長

クラスに派遣されることにより、実際に実務の決定系統に携わることができるた

め、その会社の特徴が最も反映されているといっても過言ではない。また、平社

員クラスに派遣されたとしても平社員として最前線で働くことにより実践的な知

識やノウハウを吸収することができる。さらにその 2つの役職も仕事成果にこだ

わることなく、責任を負わされる仕事とはいい難いため、採用する分には比較的

簡単に採用することができる。そのため、この 2つの地位で採用されるケースが

多い。

・業種

最後に業種についてであるが、経済産業省の業種で最も多かったのは金融業、

製造業、サービス業、情報通信業であった。金融といっても他の多くの省庁は通

称メガバンクといわれる三菱、みずほ、三井住友との交流であった。しかし、経

済産業省はどちらかというと地方銀行の割合が多い。たとえば、静岡銀行、北洋

銀行、福岡銀行、第四銀行、西武信用金庫、京都信用金庫をはじめとして様々で

ある。ここで先に述べた経済産業省の国内事業の継続のために、地方の小さな銀

行と官民交流することにより、事業継続への補助にもなっている。これは官民交

流をすることによりその銀行とのコネクションをつなげておき、事業をする際必

要な融資の関係を築き、銀行自体の存続と官側の派遣によりお互いに新たな考え、

お金を得ることができるため非常に合理的な行動となる。そのためこのような金

融業者との官民交流は適切なものであるといえる。
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また金融業の次に多かった業種が製造業である。製造業では旭硝子や麒麟麦酒

等の国内企業に派遣をしていた。これも先の理由と似ており、国内の製造業を守

るためにやっていたことである。また、経済産業省には製造産業局、貿易経済協

力局が存在する。これは日本製品を海外に貿易輸出するために考えられた局であ

る。また製造業以外にも、伊藤忠商事や三菱商事などの総合商社とも官民交流を

しており、その海外輸出や日本製品の特徴を学ぶべくノウハウを経済産業省の中

に取り入れようとしている。これは極めて合理的な行動であろう。

（ 2 ） 国土交通省

国土交通省の交流グラフ図 3 - 2の特徴について見ていこう。平成20年度から

26年度にかけての人数の増減に着目して、そこから導き出される考察を述べる。

順に追っていくと20年度から21年度にかけては 5人程減少、21年度から24年度に

かけては毎年増加傾向にあり12人増加、25年度から26年度にかけては12人減少し

ている。

・期間、連続交流回数、採用年度に関して

平成26年度の人事院の年次報告書によると、派遣期間が24か月である者が

61.54％と半数を占めていて、ほかの省庁と比較しても標準的な値である。

連続交流回数に関しては 1回の者が42.31％、 2回の者が28.85％であり、大半

の者が連続して交流していないことから、国土交通省において、人事交流が天下

りの代わりとして機能していると指摘することは妥当ではないと考えられる。

・男女比率

国土交通省の交流派遣の男女比率は男性が86.54％、女性が13.46％であった。

省全体と比較すると男性が若干少ないことがわかる。

・採用される地位と交流採用中に地位の変化があるか

地位に変更があった者は 2名しかおらず、変化がない者が大半だった。交流期

間が 2年と短く変更してもさほどメリットがないからであろう。

次に採用された前の地位について着目したい。一番多いのは係員・一般職員・

担当補佐であり、次いで企画官・調査官・調整官なのだが、これらのクラスの人

材を民間に送る理由として、将来的に戻ってきた官僚が出世してマネジメントす

る立場になったとき、民間から学んだ知識を上の立場として浸透させ、組織を活

性化させる狙いがあると考えることができるだろう。実際、派遣先での地位は部

長クラスが多く、民間でのマネジメントの仕方を学ぶにはちょうどよい。
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・業種

派遣先の業種について言及したい。多い順にサービス業・金融業・不動産業と

なっている。特に派遣先として多かった企業は東京海上日動保険、三菱地所、JR

東日本であった。東京海上日動保険では大企業分野の営業支援・リスクマネジメ

ント、三菱地所では保有を目的とした社有不動産の再開発、JR東日本では都市

開発事業関連のプロジェクトが主な業務内容であった。さらに、海運や鉄道など

の物流が目立って多いことも指摘できる。ここで、国土交通省重点政策24）と照

らし合わせてみると、例えば海運には「戦略的海上保安体制の構築」、不動産に

は「不動産投資市場の将来戦略の策定・実施」との関連性を見ることができる。

さらに、これらの企業の中で派遣先の部署が同一であり、一定の関係性が見ら

れた企業について以下の分析を行った。

（ 3 ） 厚生労働省

図 3 - 3は厚生労働省の新規派遣人数の推移を示したグラフである。

厚生労働省の交流派遣のデータを見ると年次を追うごとに派遣数に右肩上がり

の増加が見られる。また、交流採用に比べると小規模といえる交流派遣の実績の

中でも、総務省・経産省・国交省などと並び、厚労省は交流派遣が多い部類に属

し、分析対象としてデータ数の観点から個別に取り上げるに値する。

以下では、厚生労働省の交流派遣者の特徴を整理したうえで、交流を促進する

要因について分析する。

・期間、連続交流、採用年度について

図 3 - 2 　国土交通省における新規交流派遣人数の推移
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平成26年度時点の交流派遣者の派遣開始年度は平成24年が 5名、25年度 7名、

26年度 9名と、統計で示されているように徐々に増加する様子を見せている。期

間については24か月が 8割を占めており、その他の派遣者も20～25か月の間に分

布している。他省のデータと比較すると、最も多い24か月の周りに収束している

ことが、むしろ特徴である。

・男女比

女性の派遣者は全体の10％を占め、全省庁の平均値と比較してもほとんど同じ

である。同省の官民人事交流制度の活用は政府目標として掲げられているような

女性の地位向上の方針とは関係を持つわけではないことがわかる。

・地位

地位については、課長レベル以下係員レベルまでが派遣されており、比較的地

位の高い課長レベルと室長レベルでほぼ大半を占めている点が特徴的だ。一方で

派遣先の地位は部長・室長レベル（29％）を筆頭に本部長・理事レベルから課長

代理レベルまでで 3分の 2を占める結果となっており、ほとんどの場合官職に相

応なポストを与えられているほか、やや官職以上のポストを与えられている派遣

者もいる。これは派遣時の職員の地位に対する不満が少なく、円満な派遣交流が

多いことを示すといえる。

・業種の分析、派遣先企業

派遣先の業種は製造業が最多の52％でそのあとを順に金融・保険業（24％）、

サービス業（14％）、運輸・郵便業（10％）が続く形である。これは全省庁の派遣

交流先業種の順位と同じ様相を呈している。

図 3 - 3 　厚生労働省における新規交流派遣人数の推移
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（ 4 ） 総務省

ここからは、総務省の派遣についての分析結果をまとめていく。

はじめに、官民人事交流のグラフの形状について述べる。最も特徴的なのが平

成22年を境に交流派遣数が急増していることである。平成22年は 0人であったが、

23年には11人、24年が17人、25年には18人と、大きく交流数が増えている。しか

し、26年度には11人まで減少し、交流派遣人数は23年の水準まで戻っている。

次に、総務省の派遣の実態について、詳しく述べる。平成26年度の年次報告書

のデータをまとめた結果、以下のことがわかった。

・期間

平成23年度から26年度までの派遣者の57件中40件と派遣期間は、24か月が最多

であった。

・業種

派遣先の企業の業界は比較的多様といえるだろう。サービス業が42.55％と最

も多く、次に IT業界の31.91％、その他にも製造業、電気・ガス、不動産、金融

業界と多岐にわたっている。ここで注目したことは、金融業界への派遣者の割合

である。金融業界の割合は2.13％と、他省庁に比べて極めて少ないといえる。

・地位

派遣される前の地位については、次のような結果が出た。部長・室長・所長級

が29.79％と最多、そして副調査役が19.15％、本部長・事業部長が12.77％となっ

ている。以上のことから、総務省におけるの官民人事交流の特徴は、若手公務員

がキャリアアップのために派遣されるのではなく、省内である程度のキャリアを

積んだ人が派遣されているといえるのではないだろうか。

図 3 - 4 　総務省における新規交流派遣人数の推移
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（ 5 ） 農林水産省

ここからは、農林水産省の交流派遣について考察していく。農林水産省から民

間企業への派遣人数は平成23、24年を除き、 1年おきに増減を繰り返している。

なぜ、このような推移をしているのか、派遣の特徴から考えていく。

農林水産省は食料・農林水産業に関する業務を行っているが、従来以上に民間

企業との連携を強化し、経済社会の動向を踏まえた政策展開を行っていくため、

民間企業との人事交流を積極的に行う方針としている。そして、民間企業への交

流派遣は、民間ノウハウ等を勉強するために行っている。

・期間

農林水産省から民間企業に対する派遣期間の85.71％は24か月であり、 2年ご

とに派遣が必要となるため、 2年おきに増減を繰り返すのである。しかし、例外

として平成23年、24年は 2年おきの増減の例には当てはまらない。これは平成23

年 9月 1日に農林水産省で行われた、食料産業局を新設するなどの組織再編によ

り、新たに派遣する必要が生まれ、例外的に派遣人数が増加したと考えられる。

・男女比率

派遣された者の95.24％超が男性である。この特徴に関しては、農林水産省に

限った特徴ではなく、全省庁で平成26年に行われている交流派遣における男性の

割合が89.77％であることから、農林水産省だけが特別に男性が多いというわけ

ではない。

・交流派遣中に地位の変更はあるか

全ての交流派遣者は民間への派遣中に役職の変更は行われていないか、もしく

は変更はあるが地位は変わっていない。この理由としては、派遣期間が 2年前後

と短く昇進等を考えにくい、また、派遣自体が地位の変更を目的として行われて

図 3 - 5 　農林水産省における新規交流派遣人数の推移

平成20年 平成21年 平成22年 平成23年 平成24年 平成25年 平成26年

人
数
（
人
）

0

5

10

1

4

2

6

9

5

7



204　政治学研究54号（201６）

いない点だと考えられる。

・地位について

官庁から派遣される者の元々の地位は課長補佐、課長、室長が全体の80.96％

である。課長、室長が派遣されやすい理由として考えられるのは、昇進するに

従って職務がマンネリ化して労働意欲を失ってしまうという点、また、管理職の

地位である者が派遣先に出向くことで、派遣先で学んだ様々なノウハウを元々の

官庁へ伝える際に、強い影響力を持つため、人事交流の効果を最大化できるとい

う点が考えられる。

一方で、派遣された企業での地位は部長室長、または平社員であることが多く、

全体の57.14％を占める。部長室長が多い理由としては、派遣先の業務の指示系

統に携わることで、関連するノウハウを学ぶことができる。また、平社員が多い

理由は実際に現場で作業を行う立場となることで、学ぶことのできるノウハウも

あり、それを得るためである。

・派遣先の業種、業務内容

続いて、派遣先の業種についてである。派遣先の業種は全体の85.71％が製造

業とサービス業である。ここで、業種だけに注目するならば、製造業とサービス

業は人事交流自体を盛んに行っているため、農林水産省の特徴とはいえない。そ

れよりも注目すべきなのが派遣先での業務内容である。農林水産省からの派遣先

は、金融業、保険業、製造業、サービス業、運輸業、郵便業と様々な業種の企業

に派遣されているが、派遣先での業務内容は、農業や林業、農業法人への販売、

木質材料の調達、農林水産関連物流、農薬を扱うアグロ事業における研究開発、

農業担い手育成、農家経済分析、農商工との連携などといった農林水産省の職務

と関連の深い業務を行っている者がほとんどである。このことにより、派遣先で

の業務は派遣元での経験を活かせる業務となっていることが多いことがわかる。

派遣元での経験を活かしつつ、民間の企業のノウハウを学ぶことが目的とされて

いることがわかるため、新しい職務を行うために発生する時間や資金などといっ

た余計な費用を最小限にすることも考慮されている。また、 1つの企業に複数人

が派遣されているケースが見受けられ、企業によって人事交流に対して積極性に

差があり、人事交流が活発か否かは官庁側の意思だけによるものではないことが

わかる。
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3　交流採用の分析

（ 1 ） 経済産業省

ここでは経済産業省の交流採用について考察する。

図 3 - 6は経済産業省における各年度の新規交流採用人数の推移を示したグラ

フである。官民人事交流のグラフを見ると、基本的に経済産業省の交流採用の人

数は 1年ごとに上下を繰り返すM字型になっており、また全体的に増加傾向に

あることがわかる。このようなグラフの形になった原因として、基本的に交流者

の採用期間が 2年であり、また、連続交流回数が 1回であるということが考えら

れる。

・期間、連続交流回数、採用年度に関して

平成26年度の年次報告書におけるデータを見ると、採用期間が24か月（ 2年間）

である採用者が22人となっており、全体の59％を占める。その他の採用者は採用

期間が 9か月から36か月と幅があるが、全て 1人か 2人である。また、連続交流

回数を見ると、 1回の人が全体の56％と一番多い。 2回の人が全体の29％を占め、

残りの人の交流回数はすべて 3回である。採用年度は22年、23年は 1人ずつと少

ないが、24年に16人と急激に増加した。25年は 9人と少し減少したが、26年には

10人とわずかだが上昇した。

・地位について

採用される前の会社での地位を見ると部長代理が多く、年齢的には30代の会社

員が多く見られる。これは30代半ばになると自分のキャリアにある種の行き詰ま

りを感じ、会社の中にいるだけでは業務の知見も広がりにくいと感じるようにな

るため、外の世界を知るために異なる業種、業態に接することでリフレッシュを

図り、また自分の価値観を弾力化する目的があるのではないかと考えられる。官

民人事交流にはそのような組織内を刺激しモチベーションをアップさせる効果も

あると推測される。

・交流先企業、業種について

採用された者の、採用される前の業種を調べると、金融業、保険業が全体の約

49％を占め 1位であった。経済と金融は密接に関係しているため、このような結

果になったと推測される。また銀行との交流に関しては、三菱東京 UFJ銀行、

三井住友銀行などのメガバンクとは交流を行っておらず、地方銀行との交流が多

く見られた。 2番目に多かったのは製造業である。特に三菱重工業をはじめとす
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る大手機械メーカーの割合が多かった。三菱重工業や IHIなどは国防の一部を担

う企業であるため、官との交流が活発なのではないか。またパナソニックなどの

近年全盛期を過ぎて少し低迷している企業との交流も見られ、官民人事交流をす

ることによってそのような企業の再興の一助を担っているのではないかとも推測

される。

（ 2 ） 財務省

財務省は、健全な財政の確保、適正かつ公平な課税の実現、税関業務の適正な

運営、国庫の適正な管理、通貨に対する信頼の維持及び外国為替の安定の確保を

図ることを任務とする25）ものである。

図 3 - 7を見ると、平成23年度は交流採用数が17人であったのが、平成24年度

には14人になり、25年度には18人となっている。これは、交流採用が 2年おきに

行われていることからも裏付けることができる。これを裏付けるように、財務省

の交流採用の期間は24か月が全体の83％にあたる31件であることと関連する。以

下、交流採用の特徴を述べていく。

図 3 - 6 　経済産業省における新規交流採用人数の推移
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・業種について

業種については、金融業ないし保険業が多いことがわかる。全体の81％である

30件が当該業種であった。また、省庁の主管業務に類似するものが多い。

・地位の変更について

地位の変更はあまり見られない。全体の86％にあたる32件が、職階の変更がな

かった。そもそも、官民人事交流の目的としては、人事交流を拡大し、官民の相

互理解を深める狙い26）である。ゆえに、地位を変更し、キャリアアップを狙う

ことが目的ではないことが考えられる。アメリカの経営学者であり、日本的経営

の研究家でも知られるジェイムズ・アベグレンは、日本的経営の三種の神器とし

て、「終身雇用」、「年功序列」、「企業内組合」にあることをつきとめている27）。

つまり、アベグレンは年功序列制の人事体制を整えることで、終身雇用制と相

まって、企業に長く在籍すればするほど地位が上がっていくものであると考えて

いる。これに鑑みると、連続交流回数が 1回のものが全体の27％（10人）、次い

で 2回の人が全体の29％（11人）であることから、長期雇用に当たらず、地位の

向上は見込めない。よって、長期雇用におけるキャリアアップを目指していない

ことは明白である。

・採用前の地位について

採用前の地位は、平社員が全体の46％にあたる17件と一番多い。年次が低い社

員に出向を命じ、経験や知識の蓄積を促すことが主目的と考えられる。

・採用された地位について

採用された地位は、係長・主査・専門職が全体の33.33％と全体の12件を占め

ている。次いで、企画官・調査官・調整官22.22％と全体の 8件を占める。そも

図 3 - 7 　財務省における新規交流採用人数の推移
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そも、長期の交流を期待しているのではなく、省庁の知識や情報、法制度を習得

するために出向を命じられることが多い。ゆえに、総務職のような管理業務、す

なわち管理職レベルでの採用は行われない傾向にあると考えられる。また、受け

入れ省庁においても、管理業務を行う者は在職年数が多いことを望んでおり、当

該業務を行うために採用を行っているのではない。むしろ、民間企業の知識を導

入するために採用するのであるから、採用される地位も管理職手前の業務になる

のである。

（ 3 ） 国土交通省

国土交通省の採用交流のグラフの形状は図 3 - 8のようになっている。平成22

年度から平成25年度まで採用数は上昇し、26年度に減少する。

以下国土交通省の交流採用の特徴を述べていく。

・期間、連続交流回数、採用年度に関して

採用期間は、24か月（ 2年）が77％と大部分を占める。この採用期間は人材の

育成・官民の交流という観点から見て適切といえるのだろうか。

ここで、省庁から出た官民人事交流制度への意見を以下に示す28）。 1つ目の意

見は交流派遣制度に対するものであるが、これは省庁のノウハウを学ばせて人材

を育成するという目的の交流採用制度にもあてはまる。

「単なる研修的な扱いではなく戦力として扱ってもらえるよう長期的に派遣す

る必要があるため、派遣期間を 5年又はそれ以上の期間の範囲内とされたい。（E

省）」

「原則 3年、最長で 5年という交流期間の制約を撤廃すること。（D省）」

現場からは原則 3～ 5年の採用期間を求められているのに対して、実際の交流

採用は 2年間のものが大部分を占めている。これは効果的な人材育成が行えてい

るとはいい難い。

次に、連続交流回数について見ていこう。単発の交流である 1回が44％、 2回

が22％、 3回が18％を占めている。同一の人物が同じ省庁に何回も交流すると

いった「現代版天下り」の傾向は見られない。

最後に、採用年度について見ていく。採用数が最も多いのは平成25年度である

が、これは他省とも共通している。

・男女比率

交流採用の内訳の男女比は男性が約92％、女性が 8％となっている。国土交通
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省の一般職の在職者数は2011年 1月15日時点で、国土交通省全体で 6万728人で

あり、女性は5169人を占める29）。これは交流採用における女性比率と同様、 8％

である。よって、 8％という低い交流採用の女性比率は、省庁での低い女性比率

を反映したものとなっている。ところで、平成23年 8月 1日から国土交通省は

「女性職員の採用・登用拡大計画」30）をスタートさせ、女性職員の登用に積極的

に取り組んでいる。省内での女性の活躍を促進するのなら、官民人事交流におけ

る女性の比率も高めるべきである。

・交流採用中に地位の変更はあるか

交流採用中の地位変更について見ると、変更なしが87％を占める。また、変更

があった場合でも地位の上昇・下降がないものが 5％、地位の下降あったものが

5％となっている。

・地位について

まず、交流採用される前の民間企業での地位という観点から分析する。多い地

位 3つを挙げていくと、平社員が46％、係長・副長・主査が11％、主任が11％を

占める。いずれも低い地位にあり、地位の低い社員を省庁へ派遣し、ノウハウを

図 3 - 8 　国土交通省における新規交流採用人数の推移

平成20年 平成21年 平成22年 平成23年 平成24年 平成25年 平成26年

人
数
（
人
）

0

25

20 18

29

35

57

42

10

20

30

40

50

60



210　政治学研究54号（201６）

積ませてスキルアップを図るという制度の意図が見える。次に、交流採用された

後の省庁での地位という観点から分析する。多い地位 3つを挙げていくと、係長

が51％、課長補佐・参事官補佐・専門官が17％、室長補佐が11％を占める。これ

も省庁への派遣前の地位が低いのと同様、比較的低い地位への交流採用が行われ

ている。よって両者の交流採用実績に鑑みると、低い地位にある民間企業の社員

を省庁の低いポストに派遣するという実態が見える。

・退職型か雇用継続型か

雇用継続型が全体の97％を占め、退職型は 3％となっている。よって、省庁へ

の派遣後に民間企業で復職させ、学んできたノウハウを生かすという構図が浮か

んでくる。

（ 4 ） 厚生労働省

ここからは、厚生労働省の交流採用について考察していく。図 3 - 9は厚生労

働省における各年度の新規交流採用人数の推移を示したグラフである。

グラフを見ると、厚生労働省における交流採用人数は平成21年度から平成25年

度まで増加傾向にあることがわかる。平成21年度から平成24年度までは採用数は

緩やかに増加しているが、平成25年度になると突如その数が急増し、所持する範

囲のデータの中では採用人数のピークを迎えた。その翌年の平成26年度は採用数

が一気に減少し、前々年度（平成24年度）の人数とほぼ変わらない値となっている。

以下、人事院の「平成26年官民人事交流に関する年次報告」を基に作成した

コーディング表を分析し、なぜ厚生労働省の新規交流採用人数に年度ごとにこの

ような差があるのかを考察していく。

・期間、連続交流回数、採用年度に関して

平成26年度の年次報告書におけるデータ上では、採用期間が24か月（ 2年間）

の者が52.5％を占める。また、連続交流回数は67.8％が 1回であり、25年度から

新たに採用された者が半数以上（62.7％）である。これらの点から民間企業から

厚生労働省への交流採用はその多くが 2年単位で行われ、また同じ者が連続して

何度も採用されることは少なく、毎年、民間企業から様々な人物が入れ替わり起

用されており、官民の癒着、いわゆる「逆天下り」のようなものはほぼ存在しな

いと考えられる。

連続交流回数が 1回である人物が多いという結果は、他省庁全体の結果と照ら

し合わせてもほぼ一致するため平均的であるといえる。また、期間に関しても同
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様である。採用年度に関しても、厚労省の採用では25年度からの者が最も多く、

省庁全体においても同じ結果となっている。このことから、期間、連続交流回数、

採用年度に関して、厚生労働省は全省庁と比べても平均的、一般的な交流採用を

行っていると考えられる。また、 2年単位で民間からの採用を行っているという

特徴は、上述の「各年度の新規交流採用人数の推移を示したグラフ」の特徴的な

形を説明できる要因となりうると考えられる。この点は後ほどまた詳しく述べる

こととする。

・男女比率

男性が74.6％、女性が25.4％であり、 4人に 1人は女性が起用されている。一

方で省庁全体では男性が90.4％、女性は9.6％であり、かなり男性の比率が高い。

省庁全体の交流採用と比べると厚生労働省の交流採用では女性の比率が約25％で

あり、圧倒的に高い。厚生労働省は、省庁の中でも率先して政策を実現すべく努

力をしており、積極的に女性を採用しているといえるのである。

事実、近年日本政府は女性の社会進出に積極的で、すでに「2020年までに指導

的な地位に占める女性の割合を30％にする」という政府目標が平成22年に掲げら

れ、閣議決定されている。内閣府男女共同参画局のデータ31）によると、現在民

図 3 - 9 　厚生労働省における新規交流採用人数の推移
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間企業（100人以上）の課長相当職以上の女性職員の割合は6.5％であり、目標の

30％には遠く及んでいない。これは課長職以上の地位につく女性に限った話であ

り、直接的には省庁の交流採用に関係しないが、近年女性の社会進出が重要視さ

れている、という点では、厚生労働省が女性を採用する割合が高い理由を説明す

る 1つの要因となりうる。つまり、この政策自体は指導的な地位に占める女性の

割合、言い換えれば優秀な女性の割合を増やそうという趣旨で目標が掲げられて

いるが、厚生労働省はそのような上級職だけでなく、省全体で女性の活躍する場

を広げようと取り組んでいると考えられるということである。

・交流採用中に地位の変更はあるか

役職名称に変更はあったが地位の変化はなかった者が一部存在するが、交流中

に地位そのものが変わる者は 1名のみだった。起用期間が 2年と比較的短いため、

地位を変更する時間的余裕がない、また変更することによるメリットが少ない、

効果が薄い（地位を変えるなら改めて採用すればよい）などの理由があると考えら

れる。

・地位について

採用された地位（官職）は、係員（一般職員）クラス（36.2％）、係長クラス

（27.6％）、課長補佐クラス（15.5％）の順で多かった。採用前の地位（企業）では、

平社員クラス（43.1％）、主任クラス（20.7％）、主事クラス（8.6％）の順に多く、

平社員が比較的多かった。順位に多少のずれはあるものの、省庁全体のデータと

比べても概ね一致するため、ごく普通の結果であるといえる。

厚生労働省の交流採用では上級～中級（主に課長以上）の地位の者が起用され

ることがなく、比較的下級の地位につく者が多く採用される傾向にある。

先の内閣府男女共同参画局のデータでは、「指導的地位に女性が占める割合を

少なくとも30％程度とする」と述べられていたが、この「指導的地位」の定義は、

平成19年に内閣府男女共同参画局によって「①議会議員、②法人団体等における

課長相当職以上の者、③専門的・技術的な職業のうちとくに専門性が高い職業に

従事する者とするのが適当」であるとされている。よって、厚生労働省の交流採

用において、この定義をもとにすると課長相当職以下の者、つまり指導的地位に

ない者が採用される、ということができる。厚生労働省は、民間企業のある一定

の能力、地位を有する優秀な人材ではなく、比較的地位の低い人材を積極的に登

用していることがわかる。

これらのことから、厚生労働省の交流採用は民間企業から優秀な人材を取り入
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れ技術指導をしてもらうというより、民間企業から人材を採用し、省内で育成す

る、という目的の方が強いと考えられる。民間企業から専門的、技術的なノウハ

ウを取り入れ、省を発展させるためではなく、組織の活性化、人材の育成に重点

が置かれているということである。比較的地位の低い人材を省が受け入れること

は負担が大きく、省に大きなメリットがあるとは考えにくいが、民間から人材を

取り入れることで省内における職員の意識の向上、競争意識を持たせるという点

ではメリットがあり、評価できる。

・退職型か継続型か

すべての者が雇用継続型であった。採用される者の多くがもともと平社員であ

るため、そもそも官職に長く居続ける目的の者はいないと考えられる（平社員が

ずっと省庁に居座られても省庁にメリットがないだろう）。

・業種

金融（保険）業、製造業、サービス業の順に多く、省庁全体とも大きな差はな

かった。次の節で別途詳しく分析する。

以上がコーディング表を分析して得られた結果である。

次に、厚生労働省に交流採用された人物の交流先（採用元）の企業に着目して、

なにか採用に特徴的なものがないかどうか検証してみる。

（ 5 ） 環境省

交流採用の人事交流グラフ図 3 -10を見ると環境省は平成23年までは 1人 2人

であり、あまり活発とはいえない状態である。しかし24年から急に14人に増えた

後、25年には 5人に減り、26年にまた17人に増えるといったM字を描きながら

徐々に増加している。ここでは、なぜ24年まで交流が活発でなかったか、なぜ

M字を描くのか、グラフの形について分析していきたい。

具体的な分析に入る前に環境省の交流採用のデータをまとめていく。

・期間、連続交流回数、採用年度に関して

平成26年度の人事院の年次報告書によると、採用期間が24か月である者が

33.33％、36か月である者が30.56％であり、比較的多い傾向にある。

環境省の採用期間は他の省庁と比較して、採用期間が長い傾向にあると考えら

れる。

連続交流回数は77.78％の者が 1回であった。大半の者が連続して交流してい

ないことから、天下りの代わりとしての人事交流なのではという問題点は、環境
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省に関しては見られないと考えられる。

・男女比率

環境省の交流採用の男女比率は、男子が94.44％、女子が5.56％であった。省庁

全体では男子が90.4％、女子が9.6％であるので、比較してみると若干ではあるが、

男子の割合が大きいといえる。

・採用される地位と交流採用中に地位の変化があるか

民間から官庁に採用されてくる人材は30.56％と比較的平社員が多く、官庁で

は交流された人材の69.44％は課長補佐、参事官補佐、専門官の地位に就く。ま

たその後その地位からの変更はほぼない。

このデータから、民間では平社員であった人材も交流先では課長補佐、参事官

補佐、専門官といった以前よりも高い地位に就くことが多いことがわかる。また、

交流中はその地位で期間を満了する。課長補佐クラスに派遣されるのは、交流さ

れた地位の発言力が関係していると考えられる。官民人事交流は民間の知識を省

庁にも取り入れ、行政の質も高めることを 1つの目的としている。民間の時と同

じ平社員で採用しても発言力がなく、知識も浸透しない。また部長クラスで採用

しても現場と離れすぎてしまい、同様に浸透しないと考えられる。このため、課

長補佐に採用が多いのではないだろうか。

・退職型か継続型か

すべての採用者が雇用継続型であった。連続交流回数が 1回であったことも関

連させて考えると、交流後は元の企業に戻り、再度の官民間の移動はないことが

わかり、環境省の採用に関しては長期の人員の採用は想定していないことも推測

できる。

図 3 -10　環境省における新規交流採用人数の推移
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・業種

環境省が交流採用において交流している企業の業種は55.55％が電気、ガス、

熱供給、水道業である。省庁全体のデータでは金融業、製造業、サービス業の順

で多く、電気、ガス、熱供給、水道業のデータは9.79％であったので、環境省は

他の省庁とは一風変わった業種と交流していることがわかる。

4　分析のまとめ

これまでに記した各省庁の年度ごとの交流数に着目した、省庁分析を通して考

えられることを最後にまとめる。

まず、どの省庁の採用・派遣にも概ねいえることが、男女比率がほぼ 9： 1で

あり、女性の比率が極めて低いことである。政府目標として女性の地位向上の方

針が掲げられているが、官民人事交流においてはその活用との関係性は見られな

いといえる。強いていうのであれば、厚生労働省の交流採用の男女比率が 3： 1

程度でやや女性の採用も多く、他の省庁に比べ率先して目標の達成に努めている

のだろうと考えられる。

つづいて、交流の期間と連続交流回数についてである。どの省庁においても、

交流の期間は24か月が多く、連続交流回数は 1回が多かった。連続交流回数に関

して、例外として農林水産省の派遣においては、連続 4回、 5回の割合が全体の

23.81％で、省庁全体の6.05％と比較して多かった。

そして、この交流の期間と連続交流回数の傾向を踏まえていえることは以下の

とおりである。

採用に関していうと、全体的に平成24年度から盛んに行われるようになり、平

成25年度に関しては、厚生労働省や国土交通省、経済産業省などにおいて一時的

に採用数が急増していた。また期間に関してはおよそ 2年単位で採用される人物

の割合が最も多かった。交流採用先の企業の分析では、いくつかの企業で、人材

の任期がきれいに入れ違うように採用されているところが存在することもわかっ

た。派遣に関しても、民間企業は同一部署に派遣者を固める傾向が見られた。以

上のことから、ある民間企業からその省内に常に一定の決まった人数を採用して

いるといえる。すでに採用されている人が任期を終えて、企業に戻ってきたら、

次の新たな人物が採用され、採用中の人数を一定に保っているのである。つまり、

新規交流採用人数のグラフがW型（あるいはM型ともいうべきか）になっていた

のは、 2年ごとに職員を入れ替える採用方法を採っているからであると考えられ
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る。

また、この官民人事交流は新たな天下りである可能性があるという主張もある

かもしれない。省庁分析を行った結果、民間企業からの人材交流は同一部署でも、

官庁における部署は必ずしも同一ではなかったが、国土交通省の交流について詳

しく調査すると、交流派遣において民間企業側に交流ポストが準備されているこ

とが容易に推測できるケースが複数存在するなど、天下り的な交流を行いやすい

環境が存在することまでは否定できない。

以上のように、省庁分析では、年次ごとで交流数の差が生まれる要因を考察し

た。省庁によって抱える問題は異なるため、官民人事交流の実態も変わってくる

だろうが、おおよそ、交流が 2年周期で行われていることや、民間企業のどの部

署から配属されるかの傾向はつかむことができた。

Ⅳ　結　論

今回、当論文においては「官民人事交流の件数が省庁あるいは年度ごとにおい

て、大きく変化しているのはなぜか」というリサーチクエスチョンの下で、官民

人事交流の件数を左右する独立変数を求めることを目的とした。検証の結果とし

て実証されたのは省庁ごとの行政ネットワークの強度や民間企業において交流を

安定的に行う部署の存在の有無が官民人事交流の件数と関連するということで

あった。つまり、現状の官民人事交流制度は各省庁のネットワークに依存する面

が大きく、検証で示したようなネットワークが強い省庁では官民人事交流が推進

されているものの、一方でネットワークが弱い省庁では十分な推進が行われてい

ない。また、民間企業側においても、安定した官民人事交流を行う体制が築かれ

ている企業がある一方で、従業員数が少ない企業においては安定した人事交流を

行うことができないということが理解された。加えて、付随的な研究として国土

交通省における交流の詳細な研究を行ったが、官民人事交流と天下りの同一性や

一部の民間企業と官庁間との過度に密接な関係を完全に否定することはできな

かった。

こうした行政ネットワークに依存した交流は官民人事交流の実施に至るまでの

過程が 1つの原因となっていると考えられる。現状の官民人事交流の大半は「主

として官側の人事部門と民側の人事部門とが双方の窓口となり、官民人事交流を

基本的に組織対組織の関係において組成・推進」されたケースが多く、「官民人
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事交流に係る受入側のシーズと派遣側のニーズとのマッチングが、役所あるいは

企業といった組織主導で推進される」32）という特徴を持つ。このような事実は久

保氏の、「個人の要望ではなく、一般的な人事運用の一環で派遣されている」と

いう話からも理解できる。こうした組織主導で開始される現状の官民人事交流制

度のシステムが、行政ネットワークに依存した交流を生み出しているのだろう。

先に記した官民人事交流の目的と方針を再度確認した上で、今回の研究に基づ

く考察を加えたい。当制度の目的は、民と官の間における相互理解と双方の組織

活性化並びに人材育成であり、そのために幅広い分野における多様な人材につい

てより一層の官民間交流を拡充させるという方針をとっている。今回の検証で実

証された、強い行政ネットワークを持つ省庁や人的規模の大きい民間企業ほど官

民人事交流を活発に行うという結果は多様な人材の交流を求める制度方針とは反

するものである。多数のネットワークを持つ官庁や企業で交流が活発化している

現状は、官民全体として考えた場合、元来民と官の間の相互理解を深めるという

目的を十分に果たしているとはいえないだろう。

一方で、個人レベルでの官民間の相互理解や人材育成という目的を考えた場合、

先行研究として紹介した戸田の研究に指摘されたように交流終了後の検証データ

が存在しないため、数値的検証を行うことができなかった。ただし、久保氏は民

間から省庁への派遣のメリットとして「様々なバックグラウンドを持った多様な

人材と交流することによって得られるものが大きく、民間企業にはない視点を学

ぶことができた」と回答している。また実際に交流派遣を行った方に対するイン

タビュー記事においても「グローバル化とダイバーシティを実感」、「『多様性こ

そ強さ』を企業理念として掲げ実践する職場で働く機会を得たことに感謝しつつ、

『官』の世界における組織の在り方を考えるこの頃である」33）という意見があり、

官民人事交流の成果は必ずしも明確なものではないと考えられる。多様化した、

行政に対するニーズや複雑・高度化している行政課題への対応という点を考えた

場合には、そうした視野の拡大は決して無意味ではないだろう。官民人事交流は

方針や全体レベルでの目的達成という点で課題を持つものの、他方、個人レベル

で目的の達成を考えた場合には、一定の効果が存在するのではないだろうか。

当然、このような個人レベルでの官民間における相互理解の深化は官民人事交

流の目的に合致するものではあるが、明確なアウトプットとして表すことは難し

い。しかし、官民間の相互理解は、閉鎖的な公務員制度や未発達な外部労働市場

のため行うことが難しかった、日本での本格的な官民間の人材流動を活発化する
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契機となるだろう。そうした意味で、官民人事交流制度は日本の公務員事情を考

慮しつつ、行政ニーズの多様化による公務員の職務の性質の変化に対応するため

の制度であり、それは言い換えると、穏やかで限定的な官民人材交流化の出発点

という意味を持つのではないか。こうした意味で、我々が論文制作をするきっか

けとなった「官」と「民」の人材流動の姿をこの制度に見ることができたのであ

る。

ただし、本研究で検証したように官民人事交流には現状の方針との乖離や天下

り的な要素といったマイナス面も多々見られるのは確かである。特に、天下りや

官民間の癒着的関係は公開されているデータのみを見ても、疑わしい部分が存在

しており、透明性を求めたデータ開示が役目を果たしているとはいえないだろう。

問題の解決にはさらなる交流規制の強化や開示するデータの種類の増加・データ

のチェック、官庁のネットワークや企業規模に依存しない交流モデルといった制

度の改革が不可欠である。上で述べたように、アウトプットという明確な制度実

施の意義を提示できないのは仕方ないとしても、天下り的な交流の存在や方針と

の乖離というのは制度変更で対応できるのではないだろうか。いずれにせよ、現

状の打破のためには官民人事交流に対する方針をさらに明確にし、内閣総理大臣

が方針を基にさらなるフォローを加える必要性がある、ということを指摘できよ

う。

Ⅴ　課　題

本論文においては、官民人事交流の実績をコーディングデータ化し、それに基

づき現状の人事交流制度の問題に対する分析を行った。しかし、人事交流の件数

を各省庁で平準化することの是非や具体的な対策までを論じることは叶わなかっ

た。これに関しては、先行研究やデータの少なさが原因として挙げられるだろう。

また、官民人事交流の増減を左右する変数を発見するという目的に対しては十

分な成果を上げたとはいえない。官庁ネットワークの強さや民間企業の人的余裕

が官民人事交流数を決定する原因とはいい切れず、むしろ官民人事交流自体も官

庁ネットワークの構成要素である可能性は否定できないため、研究の仮説自体が

トートロジーに陥ってしまっているかもしれない。

そして、官民人事交流のアウトプットに関する研究も不十分であった。ただし、

これは制度を施行する官側がデータを発表すべきであるとも考えられる。
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しかし、いまだ研究の少ない官民人事交流に対してデータ分析を行い、現状の

官民人事交流の実態解明に努めたという点に対して当論文は一定の成果を挙げた

といえよう。

［追記］本研究に際して、様々なご指導をいただきました大山教授、小田さん、大学
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