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概要 

社会資本整備（公共投資）については、政治学や公共選択論の文脈で、社会にとって有益な公

的なインフラを整備するという本来の目的だけでなく、官僚や政治家、また利益団体といったさまざ

まな政治的アクターの動機によって影響を受ける可能性があることが指摘されてきた。しかし、政治

学では、公共事業について政治的な影響が働いてきたことを強調する反面、経済的な要因・帰結

についてあまり考慮してきたとは言えず、一方、経済学においては、政治的要因を認識した理論・

実証分析がそもそも十分に行われてきたとは言えない。 

そこで、本稿では主に 1980 年度以降の行政投資および、地方財政統計（普通建設事業費）を

用いて、公共投資政策について政治経済学的に考察する。具体的には、どの政治的アクター（自

民党国会議員、地方政治家、利益団体）が公共投資に政治的な影響を与えてきたといえるのか、

またそれぞれの影響力が時期によってどのように推移してきたのかということについて、先行研究

の結果を踏まえながら、新たな実証分析を行うことにより、明らかにする。 

本稿の分析によって明らかになったのは以下の点である。まず、マクロレベルで見た場合の公共

投資の短期的変動は、景気変動を和らげるというよりも国政選挙をにらんだ政権与党による政治的

動機によってコントロールされている可能性があること、公共投資の地域間配分については、自民

党が政権の座を明け渡す1993 年以前は、自民党の政治力が大きな影響を与えていたのに対し、

連立政権期に入ってからは、地方利益団体による影響が強まっている可能性があることである。そ

こで、地方サイドに目を向けると、政治経済学的要因を考慮した公共投資関数の実証分析により、

地方の公共投資政策は、（公共投資への依存度の高い）利益団体としての建設業の影響を強く受

けたものとなっており、一般有権者の多数決投票によって選ばれる中位投票者定理的なものには

なっていないという結果が得られた。 
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要 約 
 

社会資本整備（公共投資）については、政治学や公共選択論の文脈で、社会にとって有益な公

的なインフラを整備するという本来の目的だけでなく、官僚や政治家、また利益団体といったさまざ

まな政治的アクターの動機によって影響を受ける可能性があることが指摘されてきた。しかし、政治

学では、公共事業について政治的な影響が働いてきたことを強調する反面、経済的な要因・帰結

についてあまり考慮してきたとは言えず、一方、経済学においては、政治的要因を認識した理論・

実証分析がそもそも十分に行われてきたとは言えない。 

そこで、本稿では主に 1980 年度以降の行政投資および、地方財政統計（普通建設事業費）を

用いて、公共投資政策について政治経済学的に考察する。具体的には、どの政治的アクター（自

民党国会議員、地方政治家、利益団体）が公共投資に政治的な影響を与えてきたといえるのか、

またそれぞれの影響力が時期によってどのように推移してきたのかということについて、先行研究

の結果を踏まえながら、新たな実証分析を行うことにより、明らかにする。 

本稿の分析によって明らかになったのは以下の点である。まず、マクロレベルで見た場合の公共

投資の短期的変動は、景気変動を和らげるというよりも国政選挙をにらんだ政権与党による政治的

動機によってコントロールされている可能性があること、公共投資の地域間配分については、自民

党が政権の座を明け渡す 1993 年以前は、自民党の政治力が大きな影響を与えていたのに対し、

連立政権期に入ってからは、地方利益団体による影響が強まっている可能性があることである。そ

こで、地方サイドに目を向けると、政治経済学的要因を考慮した公共投資関数の実証分析により、

地方の公共投資政策は、（公共投資への依存度の高い）利益団体としての建設業の影響を強く受

けたものとなっており、一般有権者の多数決投票によって選ばれる中位投票者定理的なものには

なっていないという結果が得られた。 
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Ⅰ．はじめに 

 

社会資本整備（公共投資政策）1を含む財政支出に関して、政治的な影響力が働いている可能

性があることは以前から指摘されてきた。例えば、政治学の分野では、いわゆる族議員と呼ばれる

自民党議員が予算編成過程で影響力を行使し、自分の選挙区もしくは支持基盤に利益誘導する

ための道具として公共事業を利用してきたこと（猪口・岩井(1987)、堀(1996)など）や、地方の利益

団体が地方政府や自民党の地方組織に対してロビー活動を行い、地方政府の予算に影響を与え

てきた可能性があることが指摘されている（中野(1986)）。また、経済学の立場からは 1990 年代以

降、社会資本の生産性に関する実証研究が数多く行われてきたが、これらの多くが地域間・事業

目的間の配分について効率的ではなかったことを明らかにしており2、このことは、井堀(2001)が指

摘するように公共投資の配分が生産性や便益といった観点からではなく、政治的に歪められた可

能性を示す証拠の一つであると考えられる。そのほか、マスコミやジャーナリズムの立場から、個別

の大型公共事業の非効率性に関して論じたものも少なくない（例えば日経ビジネス(2002)）。 

しかし、政治学では、公共事業（もしくは財政支出）について政治的な影響が働いてきたことを強

調する反面、それ以外の経済的な要因・帰結についてあまり考慮してこなかった感があり、一方、

経済学においては、社会資本の効果に関する研究に並行して、社会資本整備に関わる政治経済

学的側面について重要性が認識されるようになってきたと考えられるものの、政治的な要因を考慮

した理論・実証分析が十分に行われてきたとは言えない。 

そこで、本稿では主に 1980 年度以降の行政投資および、地方財政統計（普通建設事業費）を

用いて、公共投資政策について政治経済学的に考察することを目的とする。具体的には、どの政

治的アクター（政権与党、地方政治家、利益団体、有権者）が公共投資に政治的な影響を与えて

きたといえるのか、またそれぞれの影響力が時期によってどのように推移してきたのかということに

ついて、先行研究の結果を踏まえながら、(ⅰ)マクロ行政投資の推移、（ⅱ）地域間配分、(ⅲ)地方

の政策決定という 3 つの側面から、新たな実証分析を行うことにより、明らかにする。 

特に、公共投資の地域間配分について政治的な影響を考慮した実証分析に関しては、行政投

資統計が利用可能になるまでのタイムラグが存在することもあり、先行研究の多くが 1990 年代中盤

まで、もしくはさらに古いサンプルを用いて行われている。本稿では、先行研究より新しいサンプル

（2003 年度まで）を使うことによって、1993 年の 55 年体制の崩壊やその後の連立政権期における

政権の不安定性など、1990 年代に起きたわが国における政治環境の変化による、公共投資への

政治的な影響力の変化を捉えることができるという点で意義がある。 

本論文の構成は、以下の通りである。次の第Ⅱ章では、これまでのマクロの公共投資の動向か

ら、政治的な影響が働いている可能性を探り、第Ⅲ章において、公共投資の地域間配分に関する

                                                  
1 厳密には、社会資本整備には民間部門によるインフラ整備も含まれるため、公共投資とは概念が異なる。

本稿では、公的部門が行う社会資本整備を扱うが、両者を同義語として扱う。 
2 地域間配分に関しては、Yamano and Ohkawara(2000)、吉野・中野(1994)、三井他(1995)、吉野・中島

(1999)、本間・田中(2004)などが、事業目的間配分について扱っている研究としては、井田・吉田(1999)、
吉野・中島(1999)などがある。その他、資本化仮説を応用して社会資本配分の効率性を議論しているもの

として、田中(1999)、三井・林(2001)、林(2003)などが挙げられる。 
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サーベイと実証分析を行い、先行研究との比較を通じて政権与党、利益団体の影響力の推移に

ついて検討する。その上で第Ⅳ章では、前章までの分析から得られた結果を踏まえ、地方政府の

政策決定に関して、政治経済学的なアプローチに基づいた公共投資政策関数の導出と実証分析

を行い、地方政府の公共投資政策が利益団体寄りに行われているのか、それとも中位投票者定理

的に行われているのかについて、規範的な観点を含めて議論し、第Ⅴ章において結論を述べる。 

 

Ⅱ．マクロの公共投資の動向と政治的要因 

 

Ⅱ－１．行政投資で見たマクロの公共投資の動向 

1970 年代以降の公共投資の動向について、『行政投資実績』（総務省）3の統計によって概観す

る。「行政投資実績」では、都道府県別・事業目的別（生活基盤投資・産業基盤投資・農林水産投

資・国土保全投資・その他の投資4）の計数が利用可能であるが、本節では、各都道府県の計数を

集計した全国の投資額について、総額及び事業目的別の投資配分に関する時系列的推移と特

徴について確認することにしたい。 

図 1 は 1970年度～2003年度までの行政投資総額と行政投資の対 GDP比を取ったものである。

1970 年代は、高度経済成長の終焉に伴う裁量的な財政政策の発動を契機として、GDP の伸びを

上回るペースで行政投資が行われ、1970 年度の 5.9 兆円（対 GDP 比 7.9％）から、1980 年には

27.9 兆円（同 11.3％）まで拡大した。1980 年代に入ると財政状況の悪化を受けて、行政投資の伸

びは緩やかになり、1982 年度には初めて前年度比でマイナスを記録するが、1986 年度以降は再

び上昇に転じ、ピークの 1993 年には 51.1 兆円（同 10.6％）に達している。バブル経済が崩壊した

1991 年度から 1990 年代後半まで、公共投資が高い水準を維持したのは、対米貿易収支の黒字を

緩和すべく、公共事業による内需拡大を公約した日米構造協議(1990 年)とこれを受けた「公共投

資基本計画」（1990 年）による影響があるものと思われる。しかし、深刻化する財政状況を受けて、

1995 年度以降は減少基調となって、2003 年度には投資実績額で見ると 1988 年度とほぼ同じ水準

（31.6 兆円）になり、対 GDP 比で見ると 1970 年度以降 も低い 6.3％に低下している。 

続いて、事業目的別投資の推移について見ることにする。図 2 は、生活基盤・産業基盤・農林水

産・国土保全の 4 つの項目別投資額が総投資額に占める割合について示したものである。これに

よると、生活基盤の構成比が も高く（約 40％～50％）、続いて産業基盤（20％前後）、構成比が

低いのは農林水産と国土保全で、1970 年代以降、約 10％でほぼ一定となっている。1980 年代以

降、生活基盤、産業基盤の比率が緩やかに上昇するものの、農林水産・国土保全の構成比は特

に安定しており、この間、農林水産業が経済全体に占めるシェアが大きく低下したことを考えると、

省庁間配分が硬直的になっている可能性があることを示している。井堀(2001)が指摘するように、

                                                  
3 行政投資は、原則的に国民経済計算における公的総固定資本形成に対応する概念であるが、用地費（そ

のほか補償費、維持補修費、民間への資本的補助金）を含むか否か（行政投資には含まれるが、公的総固

定資本形成には含まれない）が両者の最も大きな違いである。また、調査対象となる事業主体にも多少の

違いがある（詳細については、『行政投資実績』（各年度版）を参照）。 
4 各事業目的別投資に含まれる事業の内訳については補論(A)参照。 
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社会的に重要度が低下した農業関連や治山治水関連の事業が既得権になっているとすれば、こ

れらの事業目的に手厚い配分がなされることで、社会的に必要度の高い事業目的の公共投資に

資金が十分に配分されず、事業目的間での配分の効率性を阻害している可能性があるといえる。 

 

Ⅱ－２．公共投資変動のパターン－景気循環との関係 

わが国において公共投資政策はどのように運営されてきたのであろうか。公共投資の短期的な

変動に影響を与える可能性がある要因として、景気循環と公共投資との関係について検討する。 

公共投資が果たすことを期待される役割としては、①公共投資によって形成される社会資本がも

たらすインフラとしての役割（ストック効果）と②公共投資を行うことによって需要を創出するという役

割（フロー効果）が一般的に考えられる。林(2004)が指摘するように、フロー効果は副次的なものに

過ぎないが、わが国においては公共投資に対して、マクロ景気対策や地域の雇用対策として有効

性を期待する声が大きく、特にバブル経済崩壊後においては、政府は景気対策として巨額の公共

投資を行ってきた。伝統的なケインズ経済学的な総需要管理政策に従っているとすれば、景気後

退期に財政支出を拡大する一方、景気回復期には財政支出を絞ることになり、経済成長率と公共

投資の変化率について、負の相関が見られるはずである。 

わが国において反循環的に公共投資政策が採られたかを確認すべく、1970 年度以降のわが国

の実質経済成長率と公共投資の変化率をとったものが図 3 である。1970 年度から 2003 年度まで

の実質経済成長率と公共投資変化率の相関係数は 0.74 となっており、この図からは公共事業が

反循環的に行われてきたことは、はっきりとは確認できない。前述の通り、公共事業の目的は多様

であるから、2 変数間の関係だけから相関の有無を判断することは容易ではないが、わが国におい

て、1990 年代に景気対策を名目に大規模な公共投資を行ってきたにも関わらず、データからは明

確な関係は見られないといえる。そこで、以下では公共投資を決定する政府の政治的な動機に着

目して、公共投資が短期的に変動する要因の一端を明らかにすることを試みる。 

 

Ⅱ－３．公共投資変動のパターン－政治経済学的説明 

公共投資政策の短期的な変動について示唆を与える議論として、Nordhaus(1975)によって提示

された「政治的景気循環」の理論がある。有権者の効用水準が、マクロ経済の変数（失業率、イン

フレ率）に依存しており、彼らが自らの効用水準によって投票するとき、安定的なフィリップス曲線の

存在を前提として政権与党がマクロ経済政策を取ることができるならば、選挙に合わせて経済政策

（金融・財政政策）をコントロールすることによって、政治的な原因で景気循環が生じるというもので

ある。したがって、選挙前に拡張的な財政政策や金融政策を採ることによって、経済成長率の上昇

や失業率の低下が観察されれば、Nordhaus 流の政治的景気循環が生じていることになる5。 

                                                  
5 その後、Rogoff and Sibert(1988)、Rogoff(1990)らは、フィリップス曲線や（現在の経済状態のみに関

心があるという意味で）近視眼的な有権者を仮定しないモデルによって、選挙前に経済政策が操作される

ことを理論的に示した。これらの「合理的政治的景気循環モデル(rational political business cycle model)」
では、政治的な動機で選挙前に拡張的な財政政策がとられることを示唆するが、それによって景気循環が

生じることは含意しない。 
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ただし、わが国の場合、衆議院議員選挙については内閣に解散権があるために、Nordhaus が

仮定しているように選挙のタイミングは外生的ではないので、選挙に合わせて政策をコントロール

する「政策操作仮説(manipulative cabinet hypothesis)」よりも、逆に経済状況の良いときに選挙を行

うとする「日和見仮説(opportunistic cabinet hypothesis)」6が妥当している可能性がある7。しかし、参

議院については選挙のタイミングは予め決まっているため、政治的景気循環が成り立っている可

能性もある。そこで、土居(1998)では、政策操作仮説について、Alesina, Cohen and Roubini（1992）

らのアプローチに従い、わが国の国政選挙と財政・金融政策との関係について分析した結果、参

議院について選挙に合わせて拡張的な財政政策が行われたことを確認している。ただし、推定期

間を分割すると、オイルショック以後（1974～1996 年）は参院選の影響は検出されず、結果は必ず

しも安定的でない。これは財政政策の変数として実質政府支出（政府 終消費支出＋公的固定

資本形成）を用いており、公共投資に限定していないことによるのかもしれない8。 

そこで、土居(1998)のアプローチに従い、公共投資の政策運営が選挙による影響を受けている

のかという点について明らかにするために簡単な実証分析を行う。公共投資額および財政支出額

の変化率をラグ変数（経済成長率のラグを含む）と選挙期ダミー（選挙のあった年を１とする）9で回

帰した分布ラグモデルを推定して、選挙期ダミーが正に有意となっていれば、「政策操作仮説」型

の政治的景気循環が成り立っていると判断できる。ただし、政策変数として、目的別の行政投資

（生活基盤・産業基盤・農林水産・国土保全）および政府 終消費支出を考えることで、政府がど

の変数を操作変数として用いているか、またその程度（操作可能性）について明らかにできる点が

先行研究と異なる。推定すべき回帰式は以下の通りである。 

 

HRELEDHCELEDtYtGtG ii 21210 )1()1()( ββααα ++−+−+=         (1) 

 

なお、Gi は、財政変数の変化率(生活基盤行政投資、産業基盤行政投資、農林水産行政投資、

国土保全行政投資、行政投資総額、政府 終消費支出)、Y は実質 GDP 変化率、HCELED は参

議院議員選挙ダミー、HRELED は衆議院議員選挙ダミーをそれぞれ表すものとする。サンプル期

間は、1975 年度から 2003 年度までとし、ダミー変数以外のラグ数は SBIC(Schwartz Bayesian 情報

統計量基準）によって選択し、その結果 1 に固定した。推定結果を表 1 に示す。  

これによると、参議院議員選挙ダミー(HCELED)がいずれの行政投資についてもプラスに有意に

なっていることが確認できる一方で、政府 終消費支出に関しては、係数が有意になってはいな

い。したがってこの結果から、参議院議員選挙に向け、公共投資を用いた積極的な財政支出を行

うという「政策操作仮説」が成立しているが、消費的な財政支出に関しては成立していないといえる

                                                  
6 “manipulative cabinet hypothesis”および”opportunistic cabinet hypothesis”という分類は、Ito(1990)
によるものであり、日本語訳は土居(1998)によるものである。 

7 「政策操作仮説」よりも「日和見仮説」が成り立っているとする研究として、猪口(1983)、Ito(1990)な
どが挙げられる。但し、Cargill and Hutchison（1991）、土居(1998)のように「日和見仮説」が強く成り

立っている訳ではないではないとする研究もある。 
8 国政選挙と公共投資の関係を分析したものとしては、西澤・河野(1990)、井上(2002) が挙げられる。 
9 選挙のタイミングによって、ダミー変数のとり方を変えると、推定結果が変わる可能性がある。 
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10。 但し、公共投資の中でも事業目的によって係数の大きさが異なり、産業基盤が 7.34、農林水

産が 8.53 と高くなっているのに対し、生活基盤は 4.48 と小さい。有意確率から判断しても、生活基

盤投資よりも、産業基盤、農林水産のほうが参議院議員選挙に向けて操作される可能性が高いと

考えられる。これに対して、衆議院議員選挙ダミーは一貫して有意でないか、逆の符号をとってお

り、衆議院議員選挙については政治的景気循環が生じていないことが分かる。 

本節の分析から、わが国においても参議院については、公共投資をコントロールする、「政策操

作仮説」型の政治的景気循環が成り立つ状況にあり、特に産業基盤、農林水産関連の行政投資

が操作されやすいという結果が得られた。したがって、公共投資政策は選挙による影響を受けてい

るといえ、マクロの公共投資の変動は（部分的であるにせよ）政治的要因によって、撹乱されてきた

可能性があると言えよう。 

 

表1　公共投資と国政選挙の関係・推定結果 推定期間　1975-2003年度

生活基盤 産業基盤 農林水産 国土保全 行政投資 消費支出

定数項 -3.232 † -1.947 0.443 0.306 -3.345 † 0.342

( -1.842 ) ( -0.814 ) ( 0.195 ) ( 0.120 ) ( -1.936 ) ( 0.611 )

Gi (t-1) 0.593 ** 0.388 † 0.871 ** 0.680 ** 0.679 ** 0.470 **

( 5.049 ) ( 1.907 ) ( 6.144 ) ( 4.510 ) ( 6.253 ) ( 11.389 )

Y(t-1) 1.275 * 1.155 -0.557 0.380 0.691 0.482 **

( 2.631 ) ( 1.625 ) ( -0.845 ) ( 0.553 ) ( 1.502 ) ( 3.785 )

HCELED 4.485 † 7.338 * 8.526 ** 6.583 * 7.697 ** 0.904

参議院ダミー ( 2.053 ) ( 2.387 ) ( 2.943 ) ( 2.095 ) ( 3.555 ) ( 1.552 )

HRELED -2.896 -3.416 -5.438 * -7.866 * -2.738 0.825

衆議院ダミー ( -1.422 ) ( -1.217 ) ( -2.020 ) ( -2.620 ) ( -1.385 ) ( 1.465 )

0.605 0.315 0.586 0.451 0.635 0.837

SBIC 6.515 7.152 7.063 7.257 6.455 3.938

DW 2.417 2.473 2.140 2.646 2.560 1.742

※　( )内はt値を表し、係数の**は1％有意水準で有意、*は5％水準で有意、†は10％水準で有意であることを示す。

被説明変数

2R 2R

 
Ⅲ．公共投資の地域間配分と政治的要因 

 

わが国における公共投資の地域間配分の特徴として、高度経済成長期から安定成長期に入っ

た 1970 年代以降、大都市圏に比べ地方圏に対して手厚い配分がなされてきたことが挙げられる。

                                                  
10 推定期間で参院選が行われた年のなかには、1986 年（プラザ合意後の円高不況）や 1998 年（アジア

通貨危機後の金融危機）など景気対策の必要性が特に高かったと考えられる年も含まれる。ただし、これ

らの年を除いて推定しても、基本的な結果は変わらなかった。 
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この点に関して、政府が特定の政策目標を持っていて、その結果、大都市圏と地方圏の格差が広

がったとするものや、選挙制度を含む政治経済学的要因で説明されるとするもの等があり、実証分

析において一定の見解が得られているとは言えない11。そこで、以下では、公共投資の地域間配

分の要因と推移について、データによって確認するとともに、実証分析のサーベイを踏まえた配分

方程式の推定を試みることで、明らかにすることとしたい。 

 

Ⅲ－１．公共投資の地域間配分の推移 

まず、「行政投資実績」における地域区分12に従って、大都市圏と地方圏に区分した場合の人口

一人当たりの行政投資の推移を確認する(図 4)。この図によると、1975 年度以降、1979 年度まで地

方圏の比重が高まったあと、一旦、1985 年度頃まで大都市圏・地方圏比率は一定になり、1980 年

代後半には都市圏重視にシフトする。しかし、バブル経済が崩壊する 1991 年度以降は一転して再

度、地方の比重が高まり、1980 年代前半以下の水準にまで低下、1999 年度以降はほぼフラットに

なっている。この間、大都市圏・地方圏比率は一貫して 1 を下回っており、人口一人当たりで見て、

地方部に手厚い配分が行われてきたといえる。 

次に、事業目的別に行政投資の地域間配分の推移（1980 年度～2003 年度）についてまとめた

ものが図5-1～5-4である。地域区分は、より細かい地域間配分の変動を捉えるために、6つのブロ

ック単位（北海道・東北、関東、東海・北陸、近畿、中国・四国、九州・沖縄）としている。 

まず、生活基盤（図 5-1）についてみると、 も大きなシェアを占める関東が 1990 年頃をピークに

近年低下傾向にあるのに対し、近畿を除くその他の地域が 1990 年代中盤以降、緩やかにシェア

を増やしているという関係が確認できる。この間、地域別の人口シェアは、関東が約 30～35％で

も大きく、以下、近畿（約 16％）、北海道・東北（約 15％）、東海・北陸（約 14％）、九州・沖縄（約

12％）、中国・四国（約 10％）の順でほぼ安定していることを踏まえると、生活基盤投資は概ね人口

シェアと密接に関係しているといえる。次に産業基盤（図 5-2）についてみると、時期によって地域

シェアの順位の入れ替わりが激しいことが確認でき、総額での地域間配分に影響を与えているとい

える。関東のシェアが 1990 年頃を境にしてシェアを低下させているのと入れ替わり、他地域がシェ

アを伸ばすという動きは、生活基盤と同様であるが、1990 年代に経済規模が拡大した東海・北陸

のシェアが急激に伸びていることや、人口ではシェアの低い北海道・東北や中国・四国といった地

方圏に手厚い配分が行われている点が大きく異なる。図 5-3 に示す、農林水産については、地域

間配分が時系列的に極めて安定しており、関東、東海・北陸、近畿の大都市圏を含む地域が低い

シェアとなっている一方で、北海道・東北、九州・沖縄のシェアが高くなっていることから、人口や所

得よりも面積に相関している可能性が高いといえる。 後に、国土保全（図 5-4）についてみると、

地域間配分は農林水産ほどではないものの比較的安定している。ただし、緩やかではあるが、関

                                                  
11 前者の例としては奥野(1994)、後者の例としては土居(1995)が挙げられる。現実の公共投資の地域間配

分（の推移）について、奥野(1994)は経済の発展段階に応じて公共投資の地域間配分が変化するとした

Hirschman(1958)仮説によって概ね説明できるとするのに対し、土居(1995)では、地方圏選出の自民党議

員のウェイトが有権者で見た場合に比べ大きいことに理由を求めている。 
12 大都市圏に含まれるのは、茨城、栃木、群馬、山梨、長野、埼玉、千葉、東京、神奈川、岐阜、静岡、

愛知、三重、滋賀、京都、奈良、大阪、兵庫、和歌山の 19 都府県である。 
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東と北海道・東北との間に産業基盤投資で見られたような順位の入れ替わりが見られるほか、近畿

の 1996 年度前後は阪神大震災の影響を受け、一時的にシェアが上がっていることが確認できる。

また、人口シェアの推移と比較すると、北海道に多く、関東に少なめの配分となっている他、東海・

北陸と近畿の間では人口の多い近畿が東海・北陸よりも少ない配分となっていることなどから、面

積の影響も受けている可能性がある。 

以上、図 5-1～5-4 までの結果を総合すると、事業分野によって地域間配分に違いがあり、生活

基盤は人口、農林水産は主に面積、産業基盤と国土保全は人口、面積の両方に相関している可

能性があると考えられる。また、地域間配分の時系列的な変動で見ると、産業基盤が も変動が激

しく、生活基盤でもある程度変動が見られるのに対し、農林水産、国土保全については相対的に

変動が小さいといえる。 

但し、人口・面積シェアの時系列的な変化は小さく、公共投資の地域間配分についてすべてを

説明するものではないことに注意が必要である。 

 

Ⅲ－２．公共投資の地域間配分に関する実証分析（先行研究） 

公共投資の地域間配分に広い意味で関連する実証研究は、1980 年代以降、経済学、政治学

の分野で数多く行われてきている。前節で見たように、配分のあり方は、人口や面積といった地域

特性のみで説明できるわけではない。公共投資には社会資本の整備という本源的な目的のため

だけでなく、様々なフロー効果（雇用対策、所得再分配政策）が期待されることや、政治的な影響

力が働く可能性があることから、公共投資の地域間配分に影響を与える真の要因を識別することを

目標として実証分析が行われてきたと考えられる。 

表 2 は、公共投資の地域間配分に関する先行研究を整理したものである。先行研究は、問題意

識に応じて、計量分析に用いる(A)統計の種類（「行政投資実績」か地方財政統計か）、(B)分析対

象（推定データの種類、推定期間）、(C)採用する説明変数の違い(政治的変数の有無)などによっ

て違いがあり、多岐にわたる。本節では、Ⅲ－4 節の実証分析（配分方程式の推定）で利用する

「行政投資実績」の都道府県統計を用いた先行研究を中心に取り上げることにする13。 

これまでに行われてきた公共投資の地域間配分に関する実証分析（配分方程式の推定）では、基

本的には以下のような回帰モデルを推定している。 なお、IG は公共投資額を指す14。 

 

   (fIG = 人口・面積・所得などの地域特性、政治変数）        （2） 

 

                                                  
13 本節の実証分析では、中央政府の配分動機を明らかにすることと、事業目的別で配分動機の違いを明ら

かにすることを意図しているため、主に「行政投資実績」の統計を用いることとした。なお、行政投資だ

けでなく、普通建設事業費（地方自治体決算）や補助金分配に関する政治的要因を考慮した実証分析のサ

ーベイとしては、長峯(2001)が詳しい。 
14 被説明変数は基準化の方法によって、いくつかの定式化が可能である。菊地(1989)のように、人口で基

準化するもの、山下(2001)のように対県内総生産比をとるもの、玉田(2005)のように自地域投資額を総額

で割ったシェアなどが考えられる。ただし、基準化の方法によって説明変数の選択が多少変わり、推定結

果にも影響を与えることになるので注意が必要である。 
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表2　公共投資の地域間配分・先行研究の概要
(A) 統計の種類 (B) 分析対象 (C) 政治変数

吉野・吉田(1988)
行政投資（産業基盤・生活
基盤・農林水産・国土保

都道府県・クロスセクショ
ン・1966-1984年（5年ごと

一票の重み

菊地(1989)
歳出総額・普通建設事業
費・国庫補助金

都道府県・クロスセクショ
ンおよびプーリング・1965-
1980年

与党議席シェア・相対得票
率

丸谷(1989)
行政投資（資金負担別お
よび産業基盤・生活基盤・
農林水産・国土保全)

都道府県・クロスセクショ
ン・1966-1984年（5年ごと
平均）1971-1987年

なし

石上(1991)
行政投資（産業基盤・生活
基盤・農林水産・国土保

都道府県
自民党議席数・自民党議
員当選回数

奥野(1994) 行政投資
都道府県10ブロック・プー
リング・1958-1986年

なし

三井・竹澤・河内(1995) 公的資本形成
都道府県・プーリング・
1966-1984年

なし

堀(1996) 公共事業費
都道府県・1972-1990年ま
での間の国政選挙(7回）

自民党議員数と当選回数
別自民党議員数

山下(2001) 普通建設事業費
都道府県・パネル・1976-
1997年

県議会自民党占有率・知
事選挙年度ダミー・中央官
僚出身知事ダミー

Yoshino and
Sakakibara(2002)

行政投資（産業基盤・生活
基盤・農林水産・国土保

都道府県・プーリング 一票の重み

玉田(2005) 行政投資・国庫支出金
都道府県・クロスセクショ
ンおよびプーリング・1991-
1998年

自民党議席シェア・自民党
総裁ダミー・自民党三役ダ
ミー・自民党交通部会長ダ
ミー・自民党建設部会長ダ
ミー・1人当たり議席数

 

配分方程式の推定結果の解釈に も影響を与えるのは、政治的変数を考慮するか否かであろ

う。表 2 に示したように、政治的な影響を考慮する研究の中でも、採用する政治変数は異なってお

り 、 政 治 力 と し て 「 一 票 の 重 み 」 を 用 い る も の と し て 、 吉 野 ・ 吉 田 (1988) 、 Yoshino and 

Sakakibara(2002)、玉田（2005）が、「与党もしくは自民党議員議席数、議席シェア」を用いるものと

して、菊地(1989)、石上(1991)、堀（1996）、玉田(2005)などが挙げられる。その他、相対得票率や

山下(2001)のように地方政治の変数を用いる研究も行われている。 

吉野・吉田(1988)では、事業目的別行政投資を所得、面積、一票の重みで回帰し、生活基盤投

資には所得が、それ以外の投資については面積が強くプラスに相関し、政治力の変数として用い

た一票の重みは、生活基盤にマイナスとなっている一方で、産業基盤投資に対してプラス方向に

働きつつあること示している。また、Yoshino and Sakakibara(2002)は、吉野・吉田(1988)とほぼ同様

のモデルにより、プーリング・データを用いた推定を行っており、いずれの事業目的別投資も所得、

面積について強くプラスに有意となっているほか、一票の重みについては、生活基盤のみが負に

有意、その他は正に有意という結果を得ている。この結果から、公共投資のうち政治力に応じて配

分される傾向の強い産業基盤、農林水産、国土保全投資は、地方の建設業者など公共事業に関

連する利益団体にレントが行き渡っている可能性が高いとの見解を示している。 

そのほか、同じく目的別行政投資の配分要因を回帰分析によって明らかにしようとした石上

(1991)は、生活基盤投資以外は自民党議席数、自民党当選回数ともにプラスに有意となっている

ことを示しており、この結果は、Yoshino and Sakakibara(2002)と整合的な結果といえる。ただし、説
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明変数がアドホックに選択されており、過小定式化の疑いがあるため、必ずしも計量経済学的に信

頼できる結果とは言えない。 

また、公共投資の配分に対して政治的な影響力が働いていたとするこれらの研究に対して、菊

地（1989）のように利益誘導は行われていないと主張する研究もある。政治変数として与党相対得

票率や与党議席シェアなどを用いて、地方歳出、補助金および普通建設事業費の決定要因に関

する回帰分析を行っているが、政治変数は有意になっていない。 

1990 年代後半のデータを用いた近年の研究としては、山下(2001)、玉田(2005)がある。このうち

山下(2001)は、地方政府の公共投資が中央政府によってコントロールされているとの仮定に立って、

公共投資の意思決定に関係するいくつかの仮説の実証を試みており、普通建設事業費（対県内

総支出）に対して自民党の影響力が働いていたことをパネル分析により明らかにしている。ただし、

サンプル期間を 1976-1993 年と、1994-1997 年に分割すると、後期では自民党に関する変数は有

意にはならず、それと引き換えに知事選挙ダミーが部分的に有意となるという結果について、自民

党単独政権崩壊後、中央の政治力が低下する一方、知事の影響力が強くなったためである、と解

釈している15。 

また、 近の研究である、玉田(2005)は、自民党と公共投資配分の関係について、詳細な政治

変数と操作変数を用いて検証したが、自民党の政治力を表す変数（コアとなる変数は、自民党議

席シェア）は有意となっておらず、自民党は公共投資配分に政治的影響力を与えていないとの結

論を導いている。但し、コントロール変数として用いている人口、財政力指数、1 人当たり課税所得

額がお互いに強く相関していて、多重共線性が生じている可能性が高い。 

一方、政治変数を用いない研究としては、丸谷(1989)、奥野(1994)、三井・竹澤・河内(1995)など

が挙げられる。このうち、三井・竹澤・河内(1995)は、社会資本の生産力効果を測定する場合、生

産関数を推定する際に問題になる同時性に対処するために、公共投資関数を推定している。公共

投資関数の説明変数としては、所得、人口、その他ダミー変数を考えており、それぞれプラスの係

数を得ている。公共投資の配分方程式に含まれる説明変数の内生性を考慮すれば、単一方程式

で推定する場合にも、操作変数法などを使うことが望ましいが、これまでに操作変数法を用いて推

定した研究は、吉野・吉田(1988)、玉田(2005)など数えるほどしかない。今後は、適切な操作変数

の選択も含めて、より精緻な実証分析を行うことが必要であると思われる。 

 

Ⅲ－３．公共投資の地域間配分に関する実証分析（課題） 

以上で紹介してきたように、これまでにさまざまな政治的要因を考慮した実証分析が行われてき

たが、課題も少なくない。 

まず、政治的変数として何を用いるか、という問題がある。従来の研究では、政治力を表す変数

として、一票の重みが多く利用されてきたが、井堀・土居(1998)が指摘するように、国会における議

決が多数決であることに鑑みると一票の重みが大きいからといって、政治力が強いとは必ずしも言

                                                  
15 Horiuchi and Saito(2003)では、地方（市町村）への財政移転の配分について、1990 年代後半に自民党

の政治的影響力が低下した可能性を指摘している。 
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えない。また、人口や財政力指数、また他の政治変数と相関することも多く、多重共線性の問題や

見せかけの相関をつかまされる可能性もある。 

2 点目には、同時性の問題である。多くの配分方程式において、地域の所得水準や一人当たり

所得水準を用いているが、当然ながら公共投資水準も所得水準に影響を与えるので、同時性が生

じることとなる。したがって、配分方程式の推定に当たっては、本来ならば生産関数と同時推定す

るか、少なくとも操作変数法による推定を行う必要がある。 

後に、多重共線性の問題が挙げられる。配分方程式では、説明変数に地域の規模や公共投

資に対する需要をコントロールする変数として、人口や面積、所得（水準）などを含めることが多い

が、人口と所得（水準）は相関が高く、推定結果が不安定になることも少なくない。また、中央政府

が公共投資を失業対策や地域間の所得再分配を意図して配分している可能性を考慮して、有効

求人倍率や一人当たり所得水準などを説明変数として用いることも多いが、これらはお互いに相関

することが大きく、また長峯(2001)が指摘するように政治的な変数（一票の重みや自民党議席数）な

どとも相関する可能性があり、結果の解釈において、注意が必要である。  

これらの点に注意を払いながら、次節で公共投資の配分方程式を推定することとする。 

 

Ⅲ－４．公共投資配分方程式の推定 

Ⅲ－１節の図 4 で示したように、わが国における高度経済成長期以降の公共投資配分は 1 人当

たりで見て、一貫して地方圏に手厚いものとなっているだけでなく、大都市圏対地方圏比率は時期

によって大きく変動していることが分かる。しかし、1990 年代に入ってからの地域間配分の変化を

対象とした研究はほとんど行われていないと言える。そこで、本節では従来の公共投資配分方程

式のアプローチを踏襲しつつも、政治的な影響を考慮した実証分析を行うことによって、公共投資

配分に関する近年の変化の要因について明らかにする。 

以下のような配分方程式（3）・（4）を推定する。 

 

fIPi = （所得、人口、面積、建設業シェア、農林水産業シェア、有効求人倍率、自民党議員数） 

(3) 

 

ここで、IPi は、事業目的別行政投資、IPNi は 1 人当たり事業目的別行政投資額を表す16。 

公共投資配分に影響を与える政治力として、ここでは建設業シェア（建設業付加価値シェア）と自

民党議員数（人口一人当たり自民党国会議員数）を考慮する。自民党国会議員数は従来の実証

分析でも用いられているが、連立政権期に入った1993年以降は山下(2001)のように自民党の影響

力が低下した可能性を指摘する研究もある。そこで、本稿での実証分析では、政権交代が起こっ

た 1993 年を境にして、自民党（代議士）の影響力が変化したかを明らかにすることを通して、政治

的環境の変化が公共投資配分のあり方にもたらす効果について考察する。なお、自民党の政治

力として人口一人当たりの自民党国会議員数を用いたのは、一票の重みを内包できると考えたこと

                                                  
16 被説明変数の行政投資額はいずれも対数値をとっている。 
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と、先行研究の一部で用いられているように自民党議席シェアや自民党得票率を用いることも可能

であるが、これらの変数は解釈が容易でないからである。 

政治力を表す変数としてみなすもう一つの変数は、建設業シェアである。従来から指摘されてき

たように、公共工事受注者として利益を受ける建設業と政治家との関係は強く、公共事業に関係す

る地方における有力な利益団体とみなすことができると思われる。地方利益団体としての建設業が

政治的な影響力を働かせ、地方政府の財政運営に影響を与えることができることについては、Ⅳ

章で理論的に議論するが、ここではややアドホックではあるものの、彼らの影響力を表す変数とし

て建設業シェアを考える。利益団体の影響力を表す変数としては、ロビー力という観点では、建設

業就業者比率を用いることがより適切であるかもしれないが、都道府県レベルでは産業別就業者

データが毎年利用できないことから、代理変数として、付加価値シェアを用いることにした17。 

そのほか、コントロール変数としては、Yoshino and Sakakibara（2002）などの先行研究を参考に、

所得(対数値)、人口（対数値）、面積（対数値）、農林水産業シェア18を考慮する。 

また、一部の先行研究が指摘しているように、公共投資が雇用対策として用いられている可能性

を考慮すべく有効求人倍率を説明変数として加える19。 なお、前述の通り、所得変数、建設業・農

林水産業シェアには同時性の問題があることから、操作変数法によって推定を行った20。 

事業目的別行政投資（生活基盤、産業基盤、農林水産、国土保全）を対象とした、配分方程式

の推定結果を表 3 に示す。対象期間は 1980-2003 年度であるが、政権交代の効果を見るために、

1980-1993 年度と 1994-2003 年度に分けて推定した結果についても合わせて掲載している。 

まず、地域の規模をコントロールする変数についてみると、生活基盤投資は所得及び人口が、

産業基盤は所得、人口及び面積が、農林水産と国土保全については、人口（もしくは所得）と面積

が配分に対して影響を与えていることが確認できる。これは、Ⅲ－1 節でデータから読み取った配

分のあり方とほぼ対応しており、先行研究の結果とも概ね整合的である。 

ただし、有効求人倍率については、マイナスに有意となっているものが多いものの、国土保全で

はプラスに有意となっているほか、産業基盤、農林水産については、時期によって係数が有意で

なくなっているケースが見受けられ、公共投資が地域の雇用情勢を考慮して配分されているとは必 

ずしも判断できない。 

次に、政治変数に関してみると、自民党議席数は、生活基盤投資以外ではすべてプラスに有意

となっているのに対し、生活基盤投資では、マイナスか非有意となっている。この結果は、使用する

変数は違うものの、生活基盤投資以外の投資に政治力が働いているとする、Yoshino and 

Sakakibara(2002)の結果と整合的であるといえる。ただし、有意となっている産業基盤、国土保全、

農林水産投資についても、自民党議席数の係数の大きさは、政権交代が起こった 1993 年を境に 

                                                  
17 建設業就業者比率と付加価値シェアの相関係数は約 0.64（建設業就業者統計の利用可能年度・平均） 

である。 
18 農林水産投資に関しては、地方利益団体としての農林水産業（従事者）の政治力も反映した変数である 

と解釈することが可能かもしれない。 
19 実証分析に用いるデータの定義・出所については、補論(B)参照。 
20 操作変数としては、所得、所得水準、建設業シェア、農林水産業シェア、有効求人倍率の１期ラグ・ 

2 期ラグを操作変数として用いた。 
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表3　公共投資配分方程式推定結果　 推定方法：操作変数法

被説明変数：行政投資(生活基盤） 被説明変数：行政投資(産業基盤）

説明変数 1980-2003 1980-1993 1994-2003 説明変数 1980-2003 1980-1993 1994-2003

定数項 1.841 ** -2.315 ** -0.849 ** 定数項 -0.969 ** -1.914 ** 0.250
( -11.419 ) ( -27.184 ) ( -5.025 ) ( -4.093 ) ( -12.783 ) ( -1.009 )

所得 0.534 ** 0.505 ** 0.577 ** 所得 0.413 ** 0.428 ** 0.288 **

( 13.514 ) ( 8.075 ) ( 21.774 ) ( 11.543 ) ( 7.227 ) ( 8.588 )

人口 0.387 ** 0.459 ** 0.265 ** 人口 0.233 ** 0.291 ** 0.332 **

( 8.251 ) ( 6.825 ) ( 7.334 ) ( 5.089 ) ( 3.991 ) ( 7.409 )

面積 0.002 -0.011 ** 0.020 * 面積 0.183 ** 0.164 ** 0.169 **

( 0.317 ) ( -2.634 ) ( 2.578 ) ( 21.807 ) ( 16.972 ) ( 11.049 )

建設業 7.247 ** 6.592 ** 7.590 ** 建設業 6.180 ** 5.545 ** 7.180 **

( 20.357 ) ( 27.309 ) ( 15.237 ) ( 15.488 ) ( 7.979 ) ( 12.982 )

農林水産業 -4.562 ** -2.427 ** -7.674 ** 農林水産業 -1.844 ** -2.166 ** -0.791
( -7.779 ) ( -10.785 ) ( -10.939 ) ( -5.081 ) ( -4.364 ) ( -0.987 )

有効求人倍率 -0.100 ** -0.042 ** -0.201 ** 有効求人倍率 -0.214 ** -0.282 ** -0.010
( -4.637 ) ( -3.532 ) ( -4.199 ) ( -6.808 ) ( -7.626 ) ( -0.178 )

自民党議席数 -0.063 ** -0.153 ** -0.020 自民党議席数 0.109 ** 0.223 ** 0.036 *

( -3.347 ) ( -15.353 ) ( -1.245 ) ( 4.504 ) ( 7.595 ) ( 2.562 )

固定効果 時間効果 時間効果 時間効果 固定効果 時間効果 時間効果 時間効果

標本数 1128 658 470 標本数 1128 658 470

0.974 0.979 0.969 0.812 0.798 0.772

被説明変数：行政投資(農林水産） 被説明変数：行政投資(国土保全）

説明変数 1980-2003 1980-1993 1994-2003 説明変数 1980-2003 1980-1993 1994-2003

定数項 1.486 ** 0.300 * 2.657 ** 定数項 -0.484 ** -0.659 ** -0.337 *

( 5.907 ) ( 1.971 ) ( 10.835 ) ( -4.528 ) ( -9.870 ) ( -2.479 )

所得 -0.244 ** -0.197 ** -0.324 ** 所得 0.126 ** 0.121 * 0.042
( -5.837 ) ( -4.058 ) ( -4.283 ) ( 2.850 ) ( 2.160 ) ( 0.548 )

人口 0.308 ** 0.334 ** 0.343 ** 人口 0.351 ** 0.362 ** 0.453 **

( 10.039 ) ( 6.214 ) ( 6.000 ) ( 6.643 ) ( 5.403 ) ( 4.799 )

面積 0.623 ** 0.613 ** 0.610 ** 面積 0.303 ** 0.305 ** 0.279 **

( 42.295 ) ( 32.963 ) ( 33.206 ) ( 29.099 ) ( 22.668 ) ( 17.904 )

建設業 5.377 ** 5.141 ** 5.299 ** 建設業 3.229 ** 2.091 ** 5.113 **

( 16.510 ) ( 8.574 ) ( 13.469 ) ( 5.253 ) ( 3.286 ) ( 5.826 )

農林水産業 0.710 † -0.292 3.077 ** 農林水産業 -0.123 0.199 -0.635
( 1.746 ) ( -0.527 ) ( 6.960 ) ( -0.297 ) ( 0.476 ) ( -1.032 )

有効求人倍率 -0.054 * -0.114 ** -0.040 有効求人倍率 0.103 ** 0.092 ** 0.215 **

( -2.541 ) ( -4.476 ) ( -0.957 ) ( 4.475 ) ( 4.564 ) ( 3.178 )

自民党議席数 0.068 * 0.223 ** -0.016 自民党議席数 0.035 † 0.041 ** 0.022
( 2.201 ) ( 8.954 ) ( -0.791 ) ( 1.660 ) ( 3.059 ) ( 0.690 )

固定効果 時間効果 時間効果 時間効果 固定効果 時間効果 時間効果 時間効果

標本数 1128 658 470 標本数 1128 658 470

0.747 0.748 0.748 0.759 0.743 0.701
注1：( )内はWhiteの一致性のある標準偏差を用いて計算したt値。
注2：係数の** は1％有意水準で有意、*は5％水準で有意、†は10％水準で有意であることを示す。

推定期間 推定期間

推定期間 推定期間

2R 2R

2R 2R
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して大きく低下していることが確認できる。前期(1980-1993 年度)の係数の大きさから判断すると、

自民党の影響力は産業基盤、農林水産投資に対して強く働いていると考えられる。推定された係

数によると、変数の定義より、人口当たり自民党国会議員数が全国平均より 10％多ければ、産業

基盤、農林水産投資ともに約 2.2％増加したことになる。 

一方、建設業シェアについてみてみると、どの事業目的についても強くプラスに有意となってい

ることが確認できる。しかも、1993 年を境に係数が大きくなっていることが確認できる。地元建設業

者の政治力を表す変数とみなす、建設業シェアは、逆の因果の可能性も考えられ、問題がないと

はいえない。しかし、操作変数法を用いて推定していることに鑑み、係数の大きさを建設業者の政

治力の強さとして考えることにすると、国政において連立政権期に入った 1993 年以降、自民党の

影響力が相対的に低下する一方で、地元の建設業者が政治的な影響力を強めた可能性がある。 

建設業のウェイト（就業者、付加価値シェア）が地方圏で高いことを考えれば、政権交代により自

民党の影響力が低下した一方で、地方利益団体として建設業が影響力を強めたことが、1990 年代

に再び公共投資配分が地方圏重視となった要因の一つとなっていると思われる。次のⅣ章では、

以上で得られたファクトファインディングをもとに、地方サイド（地方政府）の政策決定のあり方につ

いて政治経済学的なモデルを構築し、実証分析を行うことによって、地方財政決算で見た場合の

公共投資の決定メカニズムについて検討する。 

 

Ⅳ．地方政府の公共投資政策に関する政治経済学的分析 

 

この章では、公共投資政策について地方サイドの影響力が高まっている可能性21を考慮し、地

方政府（都道府県）の政策決定のあり方に着目する。地方政府の公共投資に関して、政策決定プ

ロセスを考慮した政治経済学的モデルを構築し、実証分析を行うことにより、都道府県決算で見た

公共投資水準（普通建設事業費）に対して政治的な影響力が働いている可能性と資源配分上の

帰結について検討することにしたい。 

 

Ⅳ－１．地方公共投資政策関数（モデル） 

地方政府の公共投資政策に関係する政治的アクターとしては、有権者、公共投資に依存する

利益団体（具体的には、建設業）、地方政治家（都道府県知事）を考え、地方政府の公共投資政

策を決定する都道府県知事の選挙に際して、利益団体が協力する見返りに公共投資を増やすよう

圧力をかけるという政治的環境を考える。基本的なモデルの枠組みは、ロビーイングと選挙競争を

考慮した場合の政治的均衡で実現する政策について明らかにした Grossman and Helpman（1996）

に依拠して、財政支出に依存する利益団体が地方財政支出に与える影響を分析した近藤(2007)

の枠組みに従う。但し、本稿では中位投票者の選好を考慮する点で、近藤(2007)とは異なる。 

 

                                                  
21 地方政府の財政運営に対して、地方サイドの政治的要因(主に知事や議会の党派性)が影響を与えている

ことを指摘する研究としては、加藤(2003)、砂原(2006)などが挙げられる。 
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Ⅳ－１－１．政治過程と均衡政策 

Grossman and Helpman(1996)にしたがって、以下のような政治的なゲームを行うとする。 

① 2 人の知事候補者(A,B)が公共投資水準を公約に掲げて、選挙戦を争う。 

② 投票者として、主体的な投票者(informed voter)と受動的な投票者(uninformed voter)の 2 つ

のタイプを想定する。ここで主体的な投票者は、候補者が提示する公共投資水準から自ら

が得る効用によって投票を行うのに対し、受動的な投票者は、候補者が提示する公共投資

水準について情報を持っておらず、選挙戦で投じられた政治資金の相対的な大きさに基

づいて投票する。 

③ 候補者は得票率を 大化するように公共投資水準を選択する。 

④ 利益団体は構成員の期待効用を 大化すべく、候補者に対する選挙協力（政治資金の提

供）を通じて、受動的な投票者の投票行動を間接的に操作することができる。 

⑤ 選挙に勝利した候補者が提示した公約（公共投資水準）が実行される。（公約は有効） 

したがって、利益団体は知事候補者に対して、十分な資金提供を行うことによって、利益団体に 

とって都合の良い政策を実現することができる。 

なお、本稿では中位投票者22の選好を考慮するために、主体的な投票者からの得票は中位投

票者の効用を 大化する公共投資水準（bliss point）を選択するときに 大化され、bliss point から

離れるほど、単調に得票率が低下するものと仮定する。 

以上のような政策決定メカニズムについて、(1)利益団体が選挙協力プログラムを提示し23、(2)候

補者がそれぞれ、公約として掲げる公共投資水準 Kg (K=A,B)を決定する、という 2 段階の非協力

ゲームとしてみなすと、均衡政策はサブゲーム完全ナッシュ均衡として得られ、以下の性質を満た

すことが示される。 

 

命題 利益団体が候補者に対して選挙協力を行うとき、均衡政策は以下の条件を満たす24。 

[ ])()(maxarg gWgWg M
SIG

K
g

K δϕ +=        for K=A,B       (5) 

ただし、 SIGW は利益団体の総効用、 MW は中位投票者の効用を表し、 Kϕ は候補者 K の勝利確

率を表す関数で、候補者 K の選挙における相対的な有利性 (パラメータ b で表すことにする。) の

増加関数であると仮定する。 δ は、主体的投票者の相対的ウェイトを表す。 

Ⅳ－１－２．公共投資政策関数の導出 

公約が有効であると仮定すれば、命題で得られた政策が地方政府の公共投資政策（関数）とな

る。以下では、中位投票者及び利益団体の目的関数を特定化することで、公共投資政策関数を

導く。 

 

                                                  
22 以下では、中位投票者＝中位所得者を仮定する。 
23 Grossman and Helpman(1996)のモデル上は、政治資金提供関数の提示。 
24 Grossman and Helpman(1996)の Proposition1 に対応するものである。ただし、中位投票者の選好 MW
が含まれている点で異なる。条件の導出に関しては補論(C)を参照。 
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(1) 地方政府 

地方政府は、投票者から徴収した税率 Lt の比例所得税と国からの定率補助金（国庫補助金・補

助率をθ とする）および一般定額補助金（地方交付税）T を財源として、公共投資（投資水準＝ g ）

を行うと仮定する。このとき、地方政府の予算制約式は、以下の通りである。 

       ∑ −=+
i

i
L gTyt )1( θ                               (6) 

ここで、 iy は個人 i の所得水準を表すものとする。 

(2) 中位投票者 

中位投票者は、私的財消費( c )と公共投資水準（ g ）から効用を得るものとし、以下の効用関数

を 大化するものとする。 

     )(gvcu MM +=                                 (7) 

 ただし、 0>′v , 0<′′v とする。 

 

また、国の比例所得税率を Ct とすると、中位投票者の予算制約式は以下の通りになる。 

       M
CL

M yttc )1( −−=                                 (8) 

ここで、中位投票者の所得シェアを ∑
≡

i

i

M
M

y
ys と定義すれば、地方政府の予算制約式(6)式を用

いて、中位投票者の地方税負担は、以下のように書ける。 

       Tsgsyt MMM
L −−= )1( θ                              (9) 

したがって、地方政府の予算制約を統合した中位投票者の予算制約式は以下の通りになる。 

       [ ]Tsgsytc MMM
C

M −−−−= )1()1( θ                      (10) 

（10）式を、(7)式に代入することで、中位投票者の間接効用関数
MW が得られる。 

       [ ] )()1()1( gvTsgsytW MMM
C

M +−−−−= θ                   (11) 

(3) 利益団体  

利益団体の所得は公共投資に伴う支出 g に依存していて、効用関数は公共投資支出に関して

線形であるとする。 

     gu SIGSIG ⋅= γ                                    (12) 

 SIGγ ：利益団体（構成員）の公共投資への依存度を表す25。 

すると、利益団体のグロスの効用は、以下のように表される。 

     gnW SIGSIGSIG ⋅⋅= γ                                (13) 

 SIGn ：利益団体の構成員数を表す。 

 

 

                                                  
25 ここで定義する依存度は、利益団体（建設業）の収入が公共投資額の増減にどれだけ密接に結びついて

いるかという程度（感応度）を表しており、構成員一人当たりの効用水準に対しても、公共投資額の変化

が（構成員数に依存せず）同程度のインパクトを与える状況を想定している。 



 17

(4) 政治的均衡 

命題より、(11)・(13)式を（5）式に代入することで、均衡政策は以下のように求められる。 

        [ ]{ }[ ])()1()1()(maxarg* gvTsgsytgng MMM
CSIGSIGg +−−−−+⋅⋅= θδγϕ   (14) 

  一階の条件より、均衡政策は以下の条件を満たす。 

        SIGSIG
M nsgv γ

δ
ϕθ ⋅⋅−−=′ )1()(                         

               SIGSIG

M

n
y
y

N
γ

δ
ϕθ ⋅⋅−⋅−=

1)1(                                (15) 

  ここで、 y とは当該地方の平均所得を表す。つまり、 Nyy
i

i /∑= である。 

均衡政策において、(15)式右辺第 1 項は、中位投票者の選好が反映されること、第 2 項は利益

団体の選好が反映されることを示している。この条件から、中位投票者の所得が平均所得に比べ

て低いほど、利益団体に関しては（ δϕ / が 0 でない限り）、構成員数が増えるほど、また公共投資へ

の依存度が高まるほど、均衡の公共投資水準は大きくなることが分かる。仮に、利益団体が存在し

ない( 0=SIGn )か、主体的な投票者しか存在しない状況（δ=∞）ならば、右辺第 2 項が 0 となり、中

位投票者にとって望ましい政策が実現することになる。さらに、特殊ケースとして、中位投票者の所

得＝平均所得( yyM = )であるならば、1 階の条件は、 θ−=1gNv となり、地域内で公共投資供給が

適となる(Samuelson 条件を満たす)ことが分かる。つまり、一般的な所得分布の場合、 yyM < であ

るから、利益団体の影響力に加えて、中位投票者の平均所得に対する相対所得が低いほど（所得

分布が不平等であるほど）、公共投資額が膨らみ、資源配分の効率性が歪むことになる。 

均衡政策（地方公共投資関数）を ),,,,,,(* δϕθγ MEDnNg SIGSIG と表すことにする（ここで、中位所

得の平均所得に対する比率を、中位相対所得 yyMED M /= と表すことにする）と、各パラメータの動

きによる均衡政策の変化の向きは以下の通りになる。 

0
*

>
∂
∂
N
g

, 0
*

>
∂
∂

SIGn
g

, 0
*

>
∂
∂

SIG

g
γ

, 0
*

<
∂
∂
MED
g

, 0
*

>
∂
∂
θ
g

, 0
*

>
∂
∂
ϕ
g

, 0
*

<
∂
∂
δ
g

 となる。 (15)’ 

 

Ⅳ－２．地方公共投資政策関数（実証分析） 

前節のモデルから得られた結果である(15)’に従って、地方公共投資政策関数の実証分析を行

う。利益団体としては建設業のみを考えることにして、以下の方程式、（16）式を推定する26。 

 

fIG = (建設業就業者比率、建設業公的支出依存度、中位相対所得、補助率、再選ダミー)  (16) 

 

理論モデルにおけるパラメータに対応付けると、建設業就業者比率が SIGn 、建設業公的支出依

存度が SIGγ 、中位相対所得が MED、補助率がθ、再選ダミーがϕ 27に該当する。符号条件は、建

                                                  
26 使用するデータの定義・出典については、補論(B)参照。 
27 厳密には、ϕ の引数である b(候補者の選挙戦における有利度)に対応している。一般に、現職候補は知
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設業就業者比率、建設業公的支出依存度、補助率、再選ダミーがプラス、中位相対所得がマイナ

スである。そのほか、地方交付税を通じた財政移転のマクロ的な効果を考慮するために基準財政

需要額（全国平均・国民一人当たり額・対数値）を、中央政府の配分動機をコントロールするための

代理変数として、一人当たり所得水準28を説明変数に加えた。なお、被説明変数（IG）としては、普

通建設事業費（1 人あたり・都道府県歳出・対数値）のほか、規模の影響をコントロールするために

普通建設事業費シェア（＝普通建設事業費/歳出総額）を用いることにした。 

Ⅲ章における公共投資配分方程式の推定同様に、都道府県クロスセクションデータを複数年度

プールしたパネル・データを用いるが、中位相対所得を計算する上で必要となる所得分布の統計

と、建設業就業者が利用可能となるのは、就業構造基本調査が実施される年に限られることから、

対象年度は、1982 年度、1987 年度、1992 年度、1997 年度、2002 年度の 5 ヵ年とした。ただし、政

策決定によるタイムラグを考慮して、歳出については翌年度決算を対象としている。また、配分方

程式と同様、建設業就業者比率、建設業依存度と普通建設事業費との間には同時性があることか

ら、ラグ変数を用いた操作変数法29による推定を行っている。  

なお、地方財政歳出における普通建設事業費では、費用負担の違いに応じて、国からの補助

を受けて施行する補助事業と、国からの補助を受けずに地方の経費で施行する単独事業の区分

がある。この費用負担の違いが、補助率には当然のことながら、その他の変数の推定結果にも違

いをもたらす可能性があることから、総額ベース、単独事業、補助事業、総額のシェアの 4 つを被

説明変数に用いて、地方公共投資関数の推定を行った。推定結果を表 4 に示す。 

これによると、被説明変数の取り方によらず、政治的な影響力を表す変数では、利益団体の影

響力を表す変数（建設業就業者比率、建設業公的支出依存度）が符号条件を満たし、強く有意と

なっている一方で、中位投票者の影響力を表す、中位相対所得は符号条件とは逆にプラスの方

向に有意となっており、地方政府の公共投資政策は、中位投票者定理的なものではなく、利益団 

体の影響力を強く受けるものとなっていることが確認できる30。また、利益団体の影響力に関して、

単独事業と補助事業で違いが見られるかという点については、就業者比率では単独事業の係数

が大きくなっているものの、依存度で見ると補助事業のほうが大きくなっており、一概に言えない。 

そのほか、知事の属性を表す変数として用いた、再選ダミーも符号条件を満たし有意に効いて

おり、当選を重ねる知事は新人（後継候補は除く）に比べ政策運営に対して強い影響力を持って

いることが示唆される。 

                                                                                                                                                  
名度などの点で、選挙戦を有利に進められる可能性が高いことから、b の代理変数として、再選ダミー（選

挙時には現職候補）を用いている。 
28 岩本他(1996)が指摘するように、（特に補助金を伴う）公共投資が、国によって地域間所得再分配的に

配分されていたり、政権与党の動機（政権維持・利益誘導政治）により、「一票の重み」が大きい地域や、

自民党が強い地域に手厚く配分されていれば、一人当たり所得水準は負の係数を取ることが予想される。 
29 操作変数としては、建設業就業者比率、農林水産業就業者比率、建設業公的支出依存度の 1 期ラグ・2
期ラグを用いた。 

30 利益団体の規模が地域の所得分布と相関するならば、推定結果にバイアスが生じる可能性があるが、建

設業就業者比率と中位相対所得の相関は 0.2 程度と低く、単純相関から判断する限り、深刻な推定上の問

題はないと考えられる。但し、地域の利益団体と所得分布の相互関係については、統計的に検討すべき課

題である。 
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補助率に関しては、符号条件はプラスであるものの、単独事業ではマイナスに有意となっている

ことが分かる。ここで、補助率は普通建設事業費総額に対する国庫支出金の割合として定義され

ているので、この結果は補助事業と単独事業を代替的に用いていることを意味していると考えられ 

 

表4　地方公共投資政策関数の推定結果 サンプル：都道府県パネル
推定期間：1983,1988,1993,1998,2003年度(歳出）

被説明変数：1人当たり普通建設事業費 被説明変数：普通建設事業費シェア
説明変数 総額 単独事業 補助事業 説明変数 総額シェア

定数項 -7.850 ** -8.022 ** -9.344 ** 定数項 -1.048 **

( -13.461 ) ( -8.750 ) ( -12.847 ) ( -8.440 )

建設業就業者比率 9.622 ** 13.837 ** 9.342 ** 建設業就業者比率 1.121 **

( 3.639 ) ( 7.636 ) ( 3.208 ) ( 4.653 )

建設業依存度 2.363 ** 1.574 ** 2.641 ** 建設業依存度 0.175 **

( 9.631 ) ( 6.261 ) ( 11.014 ) ( 10.980 )

中位相対所得 3.920 ** 3.635 ** 3.513 ** 中位相対所得 0.768 **

( 3.702 ) ( 3.212 ) ( 2.847 ) ( 5.054 )

補助率 0.929 * -1.946 ** 3.236 ** 補助率 0.241 **

( 2.326 ) ( -5.410 ) ( 9.623 ) ( 5.922 )

再選ダミー 0.063 ** 0.068 † 0.050 ** 再選ダミー 0.006 *

( 3.449 ) ( 1.718 ) ( 3.473 ) ( 2.357 )

基準財政需要 1.738 ** 1.876 ** 1.846 ** 基準財政需要 0.174 **

( 26.682 ) ( 13.129 ) ( 42.278 ) ( 15.485 )

所得水準 -0.656 ** -0.586 ** -0.554 ** 所得水準 -0.061 **

( -5.944 ) ( -7.405 ) ( -5.145 ) ( -3.435 )

推定方法 IV IV IV 推定方法 IV

地域ダミー Yes Yes Yes 地域ダミー No

標本数 235 235 235 標本数 235

0.986 0.938 0.974 0.908

注1：( )内はWhiteの一致性のある標準偏差を用いて計算したt値。
注2：係数の** は1％有意水準で有意、*は5％水準で有意、†は10％水準で有意であることを示す。
注3：地域ダミーとしては、北海道と東京を考慮している。

2R 2R

 

 

る。つまり、地方が必要とする事業でも補助対象となる場合、補助事業として採択されるよう努力す

るとすれば、補助率が高い時期（地域）は補助事業を増やす一方で、単独事業を減らす可能性が

ある（逆のケースも同様）と考えられる。 

また、基準財政需要は 1 人当たり普通建設事業費について強くプラスに有意となっており、支出

額（規模）に対して地方交付税によるマクロ的な効果が働いていることを示唆しているが、財政規模

とは独立な普通建設事業費シェアを被説明変数にとった場合もプラスに有意となっている点は注

目に値する。この結果は、国から地方への財政移転の財政移転（保障額）が大きい時ほど、地方

歳出において、義務的経費に比べ、投資的経費が増加しやすいことを示しており、バブル崩壊後

の景気対策として、単独事業による公共投資の誘導を目的とした地方債の交付税措置が強化され
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たことも影響を与えている可能性がある3132。 

以上の地方公共投資政策関数による実証分析から、地方政府の公共投資政策に対して、（公

共事業に依存する）利益団体としての建設業が政治的な影響力を与えているという結果が得られ

た一方で、中位投票者の選好が影響を与えているという証拠は得られなかった。また、補助金の効

果については、定額補助金、定率補助金ともに公共投資に影響を与えているほか、定額補助金に

ついては、部分的であるにせよ、特定補助金化している可能性があることが確認された。地方政府

にとって、補助金政策（補助金額、補助率）が与件であるとすれば、合理的な行動をとっているとい

えるが、国全体としては、地方の選好を歪めることにより、資源配分上のロスを発生させている可能

性があることに注意する必要があるといえる。 

 

Ⅴ．結論 

 

本稿では、社会資本整備における政治経済学的側面を探るべく、公共投資政策の推移につい

て、マクロレベル、地域間配分、地方政府の政策決定という3つの次元から、政権与党や利益団体

らによる政治的な影響力が働いている可能性について分析した。 

マクロの公共投資の短期的変動についてみると、一時的な景気変動を和らげるというよりも、国

政選挙をにらんだ政権与党による政治的動機によってコントロールされている可能性があること、

公共投資の地域間配分については、自民党が政権の座を明け渡す 1993 年以前は、自民党の政

治力が大きな影響を与えていたのに対し、連立政権期に入ってからは、地方利益団体による影響

が強まっている可能性が確認された。 

そこで、地方サイドに目を向けると、政治経済学的要因を考慮した公共投資政策関数の実証分

析により、地方の公共投資政策は、（公共投資への依存度の高い）利益団体としての建設業の影

響を強く受けたものとなっているが、一般有権者の多数決投票によって選ばれる中位投票者定理

的なものにはなっていないという結果が得られた。また、中央政府による財政移転も地方政府の行

動に影響を与えていることが確認された。 

本稿の分析により、わが国における公共投資政策に関しては、国、地方を問わず政治的な影響

力が働いていることが示唆され、公共選択論が強調するように、公共投資が本来の目的とは異なる

目的（政治的動機、特定利益団体への所得移転など）に用いられてきたことが示された。 

Ⅳ章における理論分析から明らかにされたように、特定利益団体が政治的な影響力を発揮する

とき、単純な多数決によって決まる政策に比べ、資源配分上の歪みが大きくなる可能性がある。こ

のことを踏まえると、現在進んでいる地方分権化に向けた改革の流れは、従来の政府間財政移転

による無駄を排除するという点で望ましいと考えられるが、それだけでは十分ではなく、特定利益

                                                  
31 地方債の交付税措置については、肥後・中川(2001)が詳しい。また、土居・別所(2005)は地方債の交付

税措置が公共事業を誘発した可能性があることを実証分析により、明らかにしている。 
32 本来、国の影響力が働きにくいと考えられる単独事業について、一人当たり所得水準が負に有意となっ

ていることも、地方債の交付税措置による影響かもしれない。 
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団体33に偏った政策決定できるだけ排除できるよう、地方政治の改革が必要であるといえる。 

佐藤(2004)が指摘するように、分権化を進めれば、住民にとって政策決定を行う政府が身近な

存在になることができるが、同時に利益団体にとっても影響力を与えやすい存在になる可能性が

高く、具体的には情報開示や地方選挙の改革などを進めることが、効率的な社会資本整備を行う

上で重要になってくると思われる。 

 

補 論 

 

（A） 『行政投資実績』事業目的別投資の内訳 

出所：総務省『行政投資実績』 

生活基盤投資…市町村道、街路、都市計画、住宅、環境衛生、厚生福祉（病院、介護サービス、

国民健康保険、老人保健医療、介護保険、公立大学附属病院の各事業含む）、

文教施設、水道、下水道の各投資 

産業基盤投資…国県道、港湾（港湾整備事業含む）、空港、工業用水の各投資 

農林水産投資…農林水産業関係の投資 

国土保全投資…治山治水、海岸保全の投資 

 

（B） 実証分析で用いたデータの定義および出典 

（1） 公共投資配分方程式 

・ 所得、建設業、農林水産業…内閣府『県民経済計算』。所得＝「県内総生産」(名目)。建設およ

び農林水産業は「経済活動別県内総生産(建設業・農林水産業)」÷「県内総生産」として算出。 

・ 人口…総務省『住民基本台帳に基づく人口』、面積…総務省『国勢調査』 

・ 有効求人倍率…厚生労働省『職業安定業務統計』 

・ 所得水準…「県内総生産」（名目・1 人当たり）を全国平均で割った相対値として算出。 

・ 自民党議席数…各都道府県の衆議院選挙区選出自民党議員数（人口一人当たり）を全国平

均で割り、相対化したもの。自民党議員数は、総務省『衆議院議員総選挙・ 高裁判所裁判官

国民審査結果調』による。 

（2）地方公共投資政策関数 

・ 建設業就業者比率…建設業就業者÷就業者として算出。 

出典 総務省『就業構造基本調査』、『国勢調査』 

・ 建設業依存度…「建設業土木工事・官公庁向け元請完成工事高」÷「建設業土木工事・元請

完成工事高」として算出。出典 国土交通省『建設工事施行統計調査』 

・ 中位相対所得…中位所得÷平均所得として算出。 中位所得・平均所得とも、総務省『就業構

造基本調査』に掲載されている所得分布（世帯所得別世帯数）から算出。ただし、 上位所得

                                                  
33 本稿では、公共事業を対象としたため建設業を利益団体としてみなしたが、当然、支出項目によって関

係する利益団体は異なる。 
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階級の階級値については記載がないため、国税庁『税務統計から見た民間給与の実態』の「給

与階級別の総括表」の階級値を参考にした。 

・ 補助率…国庫支出金（普通建設事業費）÷普通建設事業費として算出。 

  出典 総務省『都道府県決算状況調』 

・ 再選ダミー…現職知事（各年度初日時点）が、再選知事か前知事の後継候補である場合 1、そ

れ以外の場合 0 とするダミー変数。後継候補か否かの判断については、新聞記事（朝日新聞、

日本経済新聞）によった。 

・ 基準財政需要…基準財政需要総額÷総人口（全国平均）。出典 総務省『地方財政統計年報』 

 

（C） 命題の導出 

基本的には、Grossman and Helpman(1996)に従うが、中位投票者の選好を考慮するために、得

票率関数を以下のように定式化する。ここでは、候補者 A の得票率をｓで表すことにする（候補者 B

の得票率は 1-s）。 

( )
⎭
⎬
⎫

⎩
⎨
⎧ −++

⎭
⎬
⎫

⎩
⎨
⎧ −+−= )(

2
1)()(

2
1)1( BABMAM CChgWgWs αυα                  （A.1） 

ここで、α は受動的な投票者の人口ウェイト、 KC は候補者 K に対する政治資金提供額、υ は主

体的投票者による投票行動の政策に対する感応度（ 0>υ とする）、 h は受動的投票者による投票

行動の政治資金に対する感応度（ 0>h とする）をそれぞれ表すものとする。したがって、（A.1）式の

右辺第 1 項は主体的投票者からの得票率を、第 2 項は受動的な投票者からの得票率を表す。 

候補者は利益団体からの政治資金提供を断って、主体的な投票者からの得票を 大化するよ

うな政策 *g を提示することも可能である。そのときに得られる得票率 *s は以下のように計算できる。 

( ) ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −+

⎭
⎬
⎫

⎩
⎨
⎧ −+−= BBMM hCgWgWs

2
1)()(

2
1)1( ** αυα                     （A.2） 

利益団体が政策に影響を与えるためには、少なくとも *s の得票率を補償するだけの政治資金を

提供しなければならない。この条件を満たす 低限の政治資金水準 AC は、 *ss = となるような政治

資金水準になるので、(A.1)、(A.2)式から以下のように求められる。 

{ })()(1 * AMMA gWgW
h

C −⋅⋅
−

= υ
α
α

                               (A.3) 

(A.3)式を(A.1)式に AA CC = として代入すれば、利益団体が 低限の政治資金水準 AC を提供

するとき、得票率は一定になることが確認できる。 

したがって、利益団体は純便益 BAB
SIG

A
SIG CCgWgWV −−⋅−+⋅= )()1()( ϕϕ を 大化するような政

策を実現させることができる。すると、候補者 A の政策 Ag に関して、 大化すべき関数は、 

)(1)( AMA
SIG gW

h
gWV ⋅⋅

−
+⋅= υ

α
αϕ となる。候補者 B についても同様に計算でき、 υ

α
αδ ⋅

−
≡

h
1

と定義す

れば、(5)式の条件式が得られる。 
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図1　行政投資の推移(1970-2003年度）
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図2　行政投資・事業目的別構成比の推移(1970-2003年度）
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図3　行政投資と経済成長率　(1970-2003年度)
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図4　行政投資の地域間配分(一人当たり・大都市圏/地方圏）
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図5-1　行政投資（生活基盤）地域間配分・推移
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図5-2　行政投資（産業基盤）地域間配分の推移
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図5-3　行政投資（農林水産）地域間配分の推移
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図5-4　行政投資(国土保全）地域間配分の推移
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