
第 4回 『相次ぐ疑惑、かわし続けた安倍首相 官僚も「ヒラメ」化』 

 

7 年 8 カ月続いた歴代最長政権の後半、森友学園や加計学園をめ

ぐる問題など、安倍晋三首相自身や身内に関するさまざまな疑惑が浮

上した。なぜ、説明責任が果たされないまま政権を維持することができ

たのか。モリカケ問題が連日報道される中、ある政権幹部はこんな指摘

をしている。「問題は完全に政治化し、国民が『反安倍か、親安倍か』

『好きか、嫌いか』になっている。ファクト（事実）かどうかは力がなくなっ

ている」。疑惑が持ち上がってもコアな支持層には響かない、との自信

を示したものだ。 

「国民すぐに忘れる」 

政権が疑惑に向き合おうとしない姿勢は、森友問題が象徴的だっ

た。約 8 億円の大幅値引きなど数々の異例な対応に、首相の妻・昭恵

氏が建設予定の小学校の名誉校長だったことの影響が疑われた。追及

が始まったころ、首相は「私や妻が関係していたことになれば首相も国

会議員も辞める」と発言した。その発言後、財務省の佐川宣寿理財局長（当時）が「主導」した公文書の改

ざんで、昭恵氏の記述が消された。この問題が発覚すると、首相は妻の関与について「贈収賄は全くない、

という文脈の中で一切関わっていないと申し上げた」と定義の範囲を狭めた。昭恵氏の記述を消すなどの

公文書改ざんを強いられたことを苦に、財務省近畿財務局の職員が自殺した。職員の妻は今年 3月、「首

相の国会発言が改ざんの原因を作った」と訴えて再調査を求めた。しかし、首相は応じなかった。 

 森友問題に続き、加計学園の獣医学部新設問題が浮上した。学園の理事長は、首相が「腹心の友」と認

める間柄。「総理のご意向」と書かれた文書の内容が報じられる

と、菅義偉官房長官は「怪文書みたいな文書」と切り捨てた。し

かし文部科学省の再調査で文書の存在が確認された。追及が

強まり、支持率は急落したが、ある政府高官は「世論の批判は

一過性。国民はすぐに忘れてしまう」と冷静だった。事実、首相

はモリカケ問題が注目を集めたあとの総選挙で勝利した。8 月

28日の辞任会見。「国民に疑問を持たれた問題に、十分な説明

責任を果たしたとお考えか？」との質問に、首相はこう答えた。

「十分かどうかについては、国民の皆様が判断されるんだろうと

思っております」 

記録はない、記憶もない、文書は破棄… 

「記録はない」「記憶にない」。疑惑の真相究明を避ける安倍晋三首相と足並みをそろえるように、官僚

たちはそう連発した。「もう既に開催が終わりましたので、破棄させていただいております」 昨年 5月 21日

の衆院財務金融委。首相主催の「桜を見る会」の参加者について尋ねた共産党の宮本徹議員に対し、内

閣府幹部はそう答弁した。宮本氏が桜を見る会にかかった費用や人数がわかる資料を内閣府に請求した

のは同月 9 日。一方、政府側の説明によると、資料請求があった約 1 時間後に内閣府はその年の会の招

待者名簿を大型シュレッダーにかけていた。保存期間が 1年未満の文書とされている、との理由からだ。 

衆院予算委で答弁する安倍晋三首相。森友
学園への国有地売却について「私や妻が関
係していれば、首相も国会議員も辞める」
と述べた=2017 年 2月 17 日午後 

赤木俊夫さんの手帳。国家公務員倫理カードが挟ま
れていた=2020 年 7月 15 日午後、大阪市北区 



森友問題でも、財務省の佐川宣寿理財局長（当時）が「ござ

いませんでした」と説明した学園側との交渉記録は、その時点

では存在していた。さらに、佐川氏の答弁に合わせた公文書の

改ざんが同省理財局ぐるみで行われた。加計学園の獣医学部

新設問題では、不都合な内容の文書や証言が明らかになって

も、関係する官僚が「記憶にない」と繰り返した。愛媛県の文書

に面会した記録があると指摘された元首相秘書官の柳瀬唯夫

氏は、「記憶の限りでは愛媛県や今治市の方にお会いしたこと

はない」と記載内容を認めなかった。文部科学次官だった前川

喜平氏のようなケースはまれだった。前川氏は、在任時に和泉

洋人・首相補佐官から「総理は自分の口からは言えないから、

私が代わって言う」と言われ、獣医学部新設への対応を促され

たと明らかにした。しかしその証言も、和泉氏は「こんな極端な

話をすれば記憶に残っている。そういった記憶はまったく持って

いない。従って言っていない」と否定した。 

人事を握られ、上ばかり見る官僚たち 

 モリカケ問題では、官僚による「忖度（そんたく）」がたびたび取

りざたされた。政権の意に沿う対応を優先し、市民への説明は二の次。そんな疑いが社会に広まった。「政

治の要求を下請け作業的に進めるだけになっていないか」。文部科学省の局長経験者はいまの霞が関を

そう評する。「官僚が政治におもねることは昔もあった。ただ、近年は『全体の奉仕者』の精神を失ってきて

いると感じる」 背景として挙げるのが、政権が 2014 年 5 月に内閣人事局を新設して省庁の幹部人事を

握ったことだ。「処遇を見せられ、上ばかりを見る『ヒラメ』が増えた。行政の中立性や使命感が薄れたと思

う。人事の制度を変えることでどのような副作用が起きるのか、見過ごされてきたのではないか」 

 安倍政権では「官邸官僚」の存在も際立った。厚生労働省

のキャリア官僚だった神戸学院大学の中野雅至教授（行政

学）は、首相や官房長官に近い官邸官僚からの非公式な指

示が飛び交うことで、意に沿う対応ができなかった場合の恐

怖感が現場で増していったとみる。「怖さが拡大していくこと

で官邸官僚という虚像が膨らみ、権力を恐れる体質が強まっ

た。その結果、政権に都合の悪い答弁や説明を避け、国会

や世間に対する説明がおろそかになった。その最たる例が 

財務省の公文書改ざんだ」 官僚が「献身的」に守った政治

家も、不誠実な言葉を上書きした。財務省の公文書改ざん

に関する調査報告書を発表した会見で、麻生太郎財務相は

改ざんの原因を「それが分かりゃ苦労せん」と言い放った。 

NPO 法人「情報公開クリアリングハウス」の三木由希子理事

長は「政治家が責任を取らないので現場の官僚たちが対応

しなければならなくなり、結果に合わせて記録を消したり、改

ざんしたりする。それが続くと、官僚は記録そのものをしなく

なる」と語る。「公文書問題は霞が関の官僚たちだけの問題

ではなく、政治家の問題だ」 

主催した「桜を見る会」であいさつする安倍晋三首相
=2019 年 4月 13 日、東京都新宿区の新宿御苑 

財務省が森友学園との国有地取引に関する決裁文書
を改ざんした問題で、衆院予算委での証人喚問で挙
手する改ざん当時の同省理財局長、佐川宣寿氏
=2018 年 3月 27 日 

国会で森友問題の答弁のために控える、財務省の主計局
長になる矢野康治主税局長（右）。左は事務次官に就く
太田充主計局長=2018 年 6 月撮影 

安全保障関連法をめぐり、国会前の車道を埋め尽くす抗
議行動の参加者たち=2015年 9月 14 日、国会前 



「なぜ評価してくれない」 こぼした首相 

世論の動向を意識する安倍政権は、首相がこだわりを持つ一方

で、国民の賛否が分かれる政策を選挙の合間を縫うように押し通し

てきた。特定秘密保護法、安全保障法制、「共謀罪」法。政権の支

持率は一時的に下がっても、好調な経済を背景に再び回復させる

強さを持っていた。しかし、こうした強気の政権運営もコロナ禍で潮

目が変わる。当初は「インフルエンザと変わらない」と軽視していた

が、クルーズ船ダイヤモンド・プリンセス号の対応のまずさに始まり、2

月末の学校の全国一斉休校の要請や布マスクの全戸配布など、場

当たり的な対応が繰り返された。持続化給付金の再委託問題や観

光支援策「Go To トラベル」事業など、重要な対策の決定経緯に野

党から疑問が突きつけられたが、十分な説明が尽くされないまま進

められた。コロナ対応への批判は高まっていった。 

「なぜ評価してくれない」。首相は当時、周囲にそう語っていたとい

う。政府関係者の一人は、「安倍首相の言うことを誰も信じなくなって

いるということなんだよ」とこぼしていた。 5 月には、役職定年になる

検察幹部を政府の判断で留任させられるようにする検察庁法改正

案が廃案に追い込まれた。かつての安倍政権なら、世論の反対を受けても押し切ったはずだった。しかし、

ツイッター上で「#検察庁法改正案に抗議します」とのハッシュタグ付きの投稿が広がり、著名人も声を上げ、

瞬く間に数百万へと拡散した。政権は「世論のうねりは感じない」（政府高官）と世論を見誤る。これを機に

政権の支持率は急落し、辞任表明まで復活することはなかった。」 

 

 

 

 

第 5回 『第 2次安倍政権の「新しい国家主義」 教育も経済重視に』 

 

「来春から使われる中学の教科書で、領土の記述が現行より詳しくなった。 例えば尖閣諸島。ある公民

の教科書にはこうある。「領土問題は存在しない一方で、中国や台湾が領有権を主張している尖閣諸島」 

「領土問題は存在しないことも扱うこと」とする新しい学習指導要領の要請に沿ったためだ。大阪府の中学

教員の男性（50）は「尖閣諸島は『領土問題がない』のに、なぜ中国と摩擦が起きるのか。生徒に説明しづ

らいので、授業ではサッと通過して終わり」と言う。 

イデオロギーから経済対策へ軸足 

「個の尊重」から「公の精神」の重視に転じた教育基本法の改正、「徳育」の教科化――。経済が好調だ

った第１次安倍政権が打ち出した教育政策はイデオロギー色の強さが目立った。 第２次政権の前半も、第

１次政権で果たせなかった道徳の教科化を実現。教科書は政府見解がある場合、それに基づく記述を入

れるよう教科書会社に求めた。官邸主導で、文部科学相の諮問機関・中央教育審議会の「下請け機関」

的な性格が強まったことが背景にあった。一方で、2008 年のリーマン・ショック後に発足し、「アベノミクス」

を掲げた第２次政権が重点を置く教育政策は、理念的なものから、経済対策や国際競争力強化につなが



るものへと徐々に変わっていった。「家庭の経済事情にかかわらず、高

等教育をすべての子どもたちに開かれたものにしていく」。 2017年 6月

19 日。森友・加計学園問題や「共謀罪」法の採決強行で内閣支持率が

急落した国会の閉会翌日の記者会見で首相はこう述べ、「人づくり革

命」を提唱した。3 カ月後に衆議院を解散、高等教育や幼児教育の無

償化を総選挙での自民党の公約に掲げた。選挙に大勝した後の 12

月、安倍政権は消費増税の増収分など 2兆円を財源とし、低所得世帯

が対象の高等教育無償化と、3～5 歳児の幼児教育無償化を「新しい

経済政策パッケージ」として閣議決定した。 この頃からケタ違いの巨額

予算が教育に投じられる。昨年末に打ち出した全国の小中学生に 1 台

ずつパソコンなどを配備する事業「GIGA スクール構想」にも、2019、

2020 年度で計 4610 億円を計上した。日本教育政策学会長の中嶋哲

彦・名古屋大名誉教授（教育行政学）は「第１次政権の教育政策の性格

が愛国心など古い国家主義だとすれば、第２次政権の途中から強まっ

たのは、国の産業経済のための人材養成を優先する新しい国家主義

だった」と指摘する。 理念重視から経済対策重視へ。軸足を移したか

に見える安倍政権の教育政策に通底するのは、個人より国を重んじる

姿勢だ。 

「個の尊重」から「公の精神」重視に 

第１次安倍政権の発足から 3カ月近くたった 2006年 12月 15日。神奈川県の市立中学校教員（58）は

教育基本法の改正に反対する国会前の集会に出ていた。参院本会議での可決の一報が届くと、「えーっ」

という声とため息が広がったことを覚えている。「教育基本法改正は、安倍政権の教育改革の突破口だっ

た。教育委員会制度の見直し、道徳の教科化……。ここから次々と政策が飛びだしてきた」と教員は話す。 

改正は自民党の長年の宿願で、安倍政権が言い出したことではない。

だが、その約 3 カ月前、安倍晋三首相は基本法改正案の早期成立を期

し、所信表明演説でこう語っていた。 「私が目指す『美しい国、日本』を

実現するためには、次代を背負って立つ子どもや若者の育成が不可欠

です」「教育の目的は、志ある国民を育て、品格ある国家、社会をつくる

ことです」「豊かな人間性と創造性を備えた規律ある人間の育成に向け、

教育再生に直ちに取り組みます」 

教育基本法は「教育の憲法」と呼ばれる。戦前の「国家のための教育」

の反省から、「個の尊重」をうたい、戦後教育の根幹を形づくってきた。日

本国憲法に通じる理念だ。それが、改正によって「公の精神」の重視に転

じ、「我が国と郷土を愛する態度を養う」ことが盛り込まれた。 だが、最初から改正基本法の理念が思った

ように具体化したわけではない。首相肝いりの「教育再生会議」が政策を打ち出そうとしても、自民党の重

鎮でもあった伊吹文明・文部科学相（当時）がブレーキをかけた。小中学校の道徳を「徳育」という教科に

変える提言も、安倍氏が 07年 9月に退陣すると、文科相の諮問機関の中央教育審議会が見送った。 

「下請け機関」状態の中教審 

 安倍氏は、第 1 次政権で教育の「戦後レジームからの脱却」を完成できなかった雪辱を果たすかのよう

に、12 年に政権を奪い返す前から、自民党に「教育再生実行本部」を設け、改革案を練る。年末に首相に



返り咲くと、本部長だった下村博文氏を文科相に据え、官邸に設けた教育再生実行会議も担当させた。ま

ず党の実行本部で方向を出し、政府の実行会議で方針を決め、中教審が「下請け機関」として具体化す

るパターンで、次々と政策を実現させていった。 

2014 年 1 月、文科省は小中高校の教科書の検定基準を改定し、政

府見解を書かせ、通説がない場合はそれを明示するよう求めた。「多くの

教科書に、自虐史観に立つなど、問題となる記述が存在する」という自

民党特別部会の指摘に沿ったものだ。「何が通説かわからない余地のあ

る近現代史のできごとや、異論のある数字を盛り込むことを、つい避ける

ようになった」。社会の教科書を発行する会社の関係者は言う。安倍政

権はさらに 2014 年 6 月、戦後、政治から独立し、住民の多様な意見を

反映できるようにと始まった教育委員会制度を見直す。教員への知事や市町村長の関与を強め、政治の

側の意向が教育に反映されやすくした。 そして同年 10 月、「教科外活動」だった道徳は、小学校で 2018

年度、中学で 2019 年度から、教科に格上げされることが決まった。「考え、議論する道徳」を掲げ、数値で

の評価はしないとした一方で、教科書は学習指導要領が学年ごとに定める「節度、節制」「感謝」「国や郷

土を愛する態度」など、およそ 20の「内容項目」を網羅することが求められた。 

高等教育無償化 「様々な課題あった」 

2012年に OECD加盟国の中で 11位だった日本の 1人あたりの名目 GDPは、2015年に 20位に転落

（いずれも当時の加盟国 34カ国中）。 2016年には、1年間に国内で生まれた子どもの数が初めて 100万

人を下回る。理念から経済対策重視へ。 経済成長が鈍り、人口が減って日本が「下り坂」に向かう中で、

安倍政権の教育政策の軸足も変化していく。 その象徴が、官邸主導で今年度から導入された高等教育

の無償化だ。 それまで文科省が実施していた、返済の必要がない給付型奨学金の予算は、約 140 億円

（19年度）。 それが、授業料減免と組み合わせ 2020年度予算に計上された新制度は、約 4880億円まで

膨らんだ。大学や専門学校などへの進学をめざす支援対象者は最大 75万人に達し、いまの１年生が大学

を卒業する 3年後には 7600億円が必要になると見込まれている。 

大学などへの進学率は約 8割に達するが、低所得世帯に限ると 4割ほど。これを 8割に引き上げること

で「格差の固定化を防ぎ、少子化対策にもつながる」と見込む。人口が減るなか、人材への投資で一人ひ

とりの「生産性」を上げ、経済力の維持をめざすものだ。桜美林大の小林雅之教授（教育社会学）は「日本

維新の会など野党の政策を取りこんだものだが、ケタ違いの予算を低所得世帯の教育支援に取り込んだこ

と自体は、非常に意味がある」という。ただ、2017 年秋の衆院選前に首相が公約としてトップダウンで打ち

出した高等教育無償化は、「わずか数カ月で制度設計され、理事に外部人材を複数任命しているといった

4要件を満たさない大学や専門学校の学生は対象から外す点など、様々な課題があった」と指摘する。 

「官邸官僚が短期間で政策を導入」 

経済成長や国際競争力を意識した動きは、大学入試改革にも当てはまる。2021 年に初めて実施される

大学入学共通テストで、英語民間試験の活用を――。人口減少が進むなか、英語が堪能な「グローバル

人材」を育てて国際競争力を上げようと、2013 年の産業競争力会議で下村文科相（当時）が民間試験活

用の必要性を訴えたのが起点となり、2017 年、導入が決定した。 しかし、地域や経済状況による受験機

会の格差などが露呈し、昨年 11 月に見送りが決まった。 小林教授は、第２次政権の途中から、文科省が

事務局を務めていた教育再生実行会議ではなく、内閣官房が事務局機能を担う「人生 100 年時代構想

会議」など、別の有識者会議が教育政策の意思決定を行うようになった点にも注目する。 「専門的な知識

がない官邸官僚を中心に、十分な検討がされないまま短期間で政策が導入されるようになった。その結果、



実施する段になってさまざまな問題が出てくるようになった」 

一方、経済重視の教育政策にシフトしていった第２次政権で

は、第１次政権時で目立った首相の理念的な発言はほとんど聞か

れなくなった。 辞職を表明した 8月 28日の記者会見。「政権のレ

ガシー」を問われた首相は、「東北の復興」と「雇用の創出」を挙げ

たのに続き、教育政策について短くこう述べた。「（経済）成長の果

実を生かして、幼児教育・保育の無償化、高等教育の無償化を行

った」（編集委員署名）」 

 

（終わり） 

 

 


