
RIGHT:

URL:

CITATION:

AUTHOR(S):

ISSUE DATE:

TITLE:

EBPMの二つの側面 --米英の比較を
通じた日本への示唆--

杉谷, 和哉

杉谷, 和哉. EBPMの二つの側面 --米英の比較を通じた日本への示唆--.
人間・環境学 2020, 29: 121-134

2020-12-20

http://hdl.handle.net/2433/261668

©2020 京都大学大学院人間・環境学研究科



人間・環境学，第29巻， 121-134頁， 2020年 121 

EBPMの二つの側面

―米英の比較を通じた日本への示唆—

杉谷和哉

京都大学大学院人間・環境学研究科相関環境学専攻

〒606-8501 京都市左京区吉田二本松町

要旨 本論文は， EBPMの二つの側面に関して，米国と英国の歴史を踏まえて考察し，日本に対す

る示唆を明らかにしたものである． EBPMは， RCTの活用による厳密な政策の効果の特定という側

面と， NPM理論を背景とした行政改革の側面が混在して推進されてきたこの傾向は，行政改革

が推進される最中で EBPMの推進を始めた英国において顕著であるが， 日本の EBPMもこれら二

つの側面が十分に区別されないまま推進されているまた，米英両国では政策に活用のための「知

識創出」に資する制度改革も推進されている．今後は，研究体制の強化も含めた「知識」と政治の

関係を考慮した上で EBPMを論じる必要があると言える．結論部分ではこの点が， EBPM推進に

あたって更なる課題を惹起することが示された．

0. はじめに

現在． EBPM(Evidence-based Policy Making) 

が先進民主国家の共通指針となっている． EBPM

はエビデンス（科学的根拠）に基づいて政策立案

を行うとする理論及びそのムーブメントである．日

本でも 2010年代後半から本格的に EBPM推進が

開始され．種々の取組みが行われている（古矢

2017). 

本論文は，その EPBMについて，米国と英国の

取組みを概観した上で， EBPMには「狭義の

EBPM」と「広義の EBPM」の二つの側面がある

ことを指摘し． 日本に対する示唆を提示すること

を目的としている．

「狭義の EBPM」における「エビデンス」とは，

大羅のランダム化比較試験 (RandomizedControl 

Trial, 以下．「RCT」と記す）を解析したシステ

マティック・レビューを頂点に， 1つ以上の RCT,

分析疫学的研究．記述研究などが後に続く，「エビ

デンスの黄金律」で説明される（井伊ほか2019:

135-140)． この「エビデンスの黄金律」は．英国

で始まった EBM(Evidence-based Medicine)で

採用されているものである．よって， EBPMの起

源は EBMにあり，その繋がりを強調する論者は

多い（岩本2020:145 ;黒木2017:15)．ただ，米

国においても，昔から RCTに類するような取組

みが行われてきており，この歴史を踏まえれば，こ

の説明は一面的に過ぎるとも言える．

これに対して，「広義の EBPM」は，行政改革

をはじめとした，多様な取組みが含まれる．そも

そも， RCTを大規模に社会で実施することは時間

もコストもかかり，それらのみに依拠して政策形

成を進めることは現実的ではない上，様々な制約

も存在している（山名 2017:78-79)．これを受け

て．行政学者のキャロライン・ヘインリッビは．

EBPMは効率的な政府を実現するという共通の目

標のもと．「業績管理」 (PerformanceManagement) 

と「パラレルな動き」をなしてきたと指摘する

(Heinrich, 2007)．それらは相互に影響しあいつつ，

政策決定システムに影響を及ぽしてきたというの

がヘインリッビの見立てである．

これに対して本論文が提示するのは，「広義の

EBPM」に該当する．業績管理も含んだ行政改革

論である NPM(New Public Management) も．

EBPMの一部として展開してきたという見立てで
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ある．つまり． EBPMの中にこれら二つ 厳

密に政策のインパクトを測定する志向と，行政の

マネジメントを改革する志向 の動きが併存し

ていると考えるのが本論文の立場である．かなり

単純化して言えば．前者の動きを体現しているの

が米国であり．後者の動きを色濃く反映している

のが英国である．

本論に入る前に．先行研究と本論文の関係につ

いて整理する．米国と英国の EBPMに関する取組

を紹介する研究は． 日本語でも多数発表されてお

り．本論文でも参照する（家子ほか 2016:内山ほ

か 2018:小池 2020:津田・岡崎 2018:中泉

2019)．ただ，これらの研究は．政策評価論からの

吟味や位置づけが十分でなく．比較も限定的なも

のにとどまっている． これに対して．外国語文献

には．それぞれの国の取組みの特徴や成果を詳し

く紹介したものもあるが．意外なことに米国と英

国の違いについて明確に論じられたものはほとん

ど無い (Baron,2018; Breckon and Gough, 2019; 

Haskins and Margolis, 2015; Tseng and Coburn, 

2019). 

総じて言えば．米英の EBPMを扱った研究は．

比較の観点が弱く．評価理論が十分に踏まえられ

ていない欠点がある． これに対して本論文は．次

の二つの点で新規性がある．第一に，米英の

EBPMを，評価理論を踏まえて比較し，その特徴

を明らかにしたことである．第二に，米英のEBPM

は日本の EBPM推進にも影響を及ぼしており，共

通した特徴や論点を含んでいるため，この作業に

よって．日本の EBPM推進に対する示唆も析出し

たことである．

また，本論文では EBPMを「狭義」と「広義」

に分けるが，この区分も，先行研究で行われてい

る（小池 2020: 70-72 :町野 2020:61-66:深谷

2020 : 33)．そこでは． RCTや高度な統計分析の

みを認めるのが「狭義エビデンス」であり，その

他の様々な手法によって導出された含意や指標が

「広義エビデンス」とされている．このように，先

行研究の区分は基本的にエビデンス概念に着目し

たものであるため．エビデンスを導出したり．そ

れを活用したりする体制や仕組みについて扱った

ものではない．本論文は．この発想を更に発展．深

化することで， EBPMを論じる上でのフレーム

ワークを提供する．

本論文の構成は次の通りである．最初に米国の

EBPMの展開を概観し，続いて英国の EBPMの

取組みを検討する．この作業によって，米同には

古くからの RCTの実践の蓄積があり，それに対

して英同にはそういった歴史が無い分，急ピッチ

で制度の構築が進められていったことが示される．

加えて，英国においては NPMに依拠した行政改

革の流れも EBPMの一環として実施されてきたこ

とも述べる．以上の検討を踏まえ， EBPMの多面

性を明らかにし， 日本への示唆を提示するのが本

論文の目的である．

1. EBPMの歴史 米国の実践

1.1 米国における EBPMの前史

米国では 1960年代頃から社会政策において実験

が行われ始めた．これは，統計的な処理によって

政策のインパクトを比較するというものである．

EBPMの歴史をさかのぼると，米国に辿り着くと

されており，有名な事例に次のものがある (Baron,

2018: 43). 

・ペリー幼児教育プロジェクト． 1962年に実

施高い質の幼児教育 (3~4歳）を貧しい

社会経済状況の子供たちに実施してその効

果を分析したし

・「負の所得税」の実験 1960年後半から 1970

年にかけて実施された．ニュージャージ一

など 4つの地域で大規模に実施され，参加

した槻帯は 8000以上に及ぶ互

・ランド研究所の医療保険実験． 1971-1986

年にかけて実施保険料の自己負担割合が，

保険診療の受診頻度に影響を及ぽすかを調

査した見

他にも今日でも参照される有名な実験が多数実

施されているが，多くは 1960~70年代にかけて実

施されたものである．当時は，ケネディ政権から

ジョンソン政権，ニクソン政権へと移行していっ

ていた時期であり，貧困問題が認識されるなかで，
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科学的な政策立案への期待が高まっていた．この

頃の米国は，政策を徹底的に合理化することに

よって，社会問題を乗り越えようとした挑戦の時

代でもあったと言える（宮川 1994:61-89). 

しかし，こういった 1960年代の政策の合理化の

流れは，現実を前に立ち往生せざるを得なくなる．

その代表的な事例の一つが PPBS(Planning 

Programming Budgeting System)であろう． PPBS

は，従来は予算要求，プログラム作成，その集積

としての中長期的な「計画」策定という流れだっ

た政策過程の逆転を目指したものであった（南島

2020: 14-15)．ここで企てられたのは最初に緻

密な計画と，徹底した事前評価を経たプログラム

を作成し，それに必要な予算を詳細に算出する，と

いう方針である． ところが，行政実務の実態から

かけ離れた運用にはすぐに無理が出た．計画の連

営にかかわる専門的人材の不足なども相まって，

1970年代初頭に， PPBSは完全に消滅することと

なった（南島 2018b: 187)．ただ，この試行錯誤

のお陰で，社会政策や教育政策における実験の有

効性がされ，それを幅広い政策分野で実施するこ

とを受容する土壌ができたとともにその解析な

どに携わる研究者の育成が行われたとされている

(Baron, 2018: 44). 

たとえば， 1974年にフォード財団によって設立

された MDRC(the Manpower Demonstration 

Research Corporation)が社会科学の研究者コミュ

ニティを設立させたほか，負の所得税の社会実験

にかかわった MathematicaPolicy Research (1968 

年設立）など，多様な研究機関がこの時期に生ま

れた (Ibid)．これらの機関は今日でも活動してお

り，政策に関する質の嵩い実証研究を提供し続け

ている．

1980年代には MDRCが中心となって大規模な

労働福祉政策に関する RCTが行われた (Ibid)．そ

の結果は保健福祉省を動かし．この分野の政策に

関する大規模な RCTがいくつか実施される．こ

れを受けて米国では， 1980年代から 1990年代半

ばにかけて．社会政策分野における RCTの黄金

時代が到来した（津田・岡崎2018: 3)．その理由

は．当時のレーガン政権やブッシュ政権が．州政

府の知事に一定の裁量を与え．より効果的な社会

保障政策を立案するように州政府同士に競争させ

たことにある．そこで，効果検証に RCTを用い

ることが「デファクトスタンダード」とされた（同

上）．この流れは， 1996年に法改正がなされ，州

政府に大きな裁量とともに予算が与えられたこと

で途絶える． しかし，得られた知見は，今日の米

国の政策にも反映されているほか，カナダや英国，

オーストラリア，多くの欧州諸国でも参考にされ

ている (Baron,2018: 45). 

2000年代の初頭に入ると，再びRCTが注H集

める．その主流となったのは社会保障分野ではな

く，教育や開発経済の分野だった（岡崎・津田

2018 : 4). 2001年にジョージ・ブッシュ政権が教

育分野での EBPMの推進に着手し，翌年には教育

省にInstituteof Education Sciencesが設立され，教

育に関する実証研究に多額の資金が投入される（田

中2020).

2003年には，経済学者のアブジット・バナジ一

らによって「貧困アクションラボ」が設立された．

これは，医療分野の「コクラン共同計画」と社会

政策分野の「キャンベル共同計画」の影響を受け

て開始されたもので，医療分野における RCTの

波及を受けて ODA分野においても RCTを発展さ

せようとする意図があった（佐々木2006)．貧困

アクションラボは現在，世界銀行の支援も受けて

開発経済学の分野でH覚ましい成果をあげている．

また， 2001年には非営利団体である Coalition

of Evidence-Based Policyが設立される (Baron,

2018:46)．この団体は，米国の省庁と連携し，大

規模な RCTをいくつも手掛けており，のちに見

るオバマ政権下でも RCTの実施に携わった．

このように米国では， EBPMが本格的に始まる

以前から，実験による政策の効果把握が盛んに行

われてきた． 1960-80年代と 2000年代初頭のこれ

らの取組みは， EBPMの前史に位置づけられる．

これらの取組みによって， RCTを行える組織が多

数生まれたのである．次節からは， EBPMを強力

に推進したとされているオバマ政権における展開

を概観する．

1.2 オバマ政権における EBPM

2009-2017年まで米国大統領を務めたバラク・
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オバマは，超党派の合意を掲げつつ，医療や教育，

エネルギーなど，多様な政策分野における改革を

掲げた（坂井 2010)．オバマ政権においては，幅

広い政策分野で RCTの活用とそれによるエビデ

ンスの蓄積が行われた．

オバマ政権は，ホワイトハウス内に設置された

行政管理予算局を活用し，予算要求のガイドライ

ンなどを通じて RCTを中心として導出される頑

強なエビデンスに基づいた政策を推進するよう要

求した（津田・岡崎2018: 5)．その代表的な手法

の一つが「階層付き補助金」制度である（同上：

32). 

「階層付き補助金」 (TiredGrant) とは，ある政

策案において，その立案の根拠となっているエピ

デンスの頑強さのレベルごとに階層を設け，それ

に応じた額の補助金を支給するという仕組みであ

る．このことにより，多くの省庁に頑強なエビデ

ンスを示すインセンティブが設定された．特に，オ

バマ政権下で注力されたのは，次の六つの政策で

ある．

①子供への家庭訪問プログラム

②十代の妊娠防止プログラム

③イノベーション投資

④社会イノベーション基金

⑤労働カイノベーション基金

⑥貿易調整支援コミュニティ・カレッジと

キャリア訓練

紙幅の都合上，全てを取り上げることは叶わな

いので，ここでは津田・岡崎 (2018) で紹介され

ている①，⑤の解説については割愛し，それ以外

の事業を概観する．

十代の妊娠防止プログラムは，この問題が米国

において大きな関しを集める問題であったことを

受けて実施された対策である．十代の望まない妊

娠は，学業の継続，家庭内の環境変化など，その

影響は計り知れない（石田ほか 2018)．当然， 10

代の妊娠には，社会的なケアや支援，偏見の除去

といったことも必要とされているが，それと同時

に，いかにして望まない妊娠を防ぐかということ

も大きな課題の一つである．米国でもこの課題は

深刻視されており，様々な取組みが行われ，エピ

デンスの収集とそれによる評価が行われた凸こ

のケースに関しては，一旦始まってしまった政策

を終了させるのが難しいという含意も得られたよ

うである (Haskinsand Margolis, 2015: 100). 

イノベーション投資に関して，オバマ政権は従

来の労組重視の民主党の姿勢とは異なった姿勢を

見せたことが知られている (Ibid:102)．オバマ政

権においては，従来の民主党の政権とは異なり，む

しろ共和党が得意としてきた科学技術の振興やそ

れによる経済発展を志向する傾向が強く見られた．

ただ，共和党のそれとは違い，オバマ政権のイノ

ベーション政策は，教育に関する投資が中心であ

り，格差問題にも焦点を当てた取組みが展開され

た5).

「社会イノベーション基金」は，米国に多数存在

する NPOや，社会起業家の活躍を踏まえて実施

されたものである．主として社会問題を解決する

ためのプログラムに対する補助金支給が実施され

た．内容は，貧困層への支援や格差の縮小を目的

としたものである見

「貿易調整支援コミュニティ・カレッジとキャリ

ア訓練」 (The Trade Adjustment Assistance 

Community College and Career Training Initiative, 

TAACCCT) は，その名の通り，複雑なたてつけ

になっている (Ibid:188)互他の五つの政策とは

やや色合いを異にしており，この政策に関しては，

「エビデンス」という言葉が立法過程において用い

られていなかった (Ibid:198)．この取組みにおい

ても，「階層付き補助金」が導入されたが，実際に

はエビデンスの質に基づいた厳密な資金配分は徹

底されなかったようである (Ibid:212)．ただ，そ

れと同時に，他の五つの政策と同様，管理者の専

門性を向上させることで．政策の質が向上したと

されている．

このように，オバマ政権においては．主として

社会政策の分野で．多くの EBPM推進のイニシア

ティブがとられた．その多くは． 2013年以降の歳

出削減の中で廃止される憂き目にあうが，そこで

得られたエビデンスは現在も活用されている． こ

こまでの検討を踏まえ，次節では．米国における

EBPMのその後の展開として特筆すべき．
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「Commissionon Evidence-Based Policymaking」

（以下，「CEP」と記す）の設立とその働きについ

て述べる．

1.3 米国の EBPM推進体制とその特徴

以上の取組みは，オバマ政権が発足してから間

もないうちに矢継ぎ早に行われた． しかし，米議

会は 2013年に入ると，下院の多数派が共和党に

よって占められる，いわゆる「ねじれ」状態に陥っ

た．その状況の中で，超党派でEBPMを推進する

動きが出てくる（岡崎・津田 2018:8-13). 2016 

年にその動きは，「Evidence-Based Policymaking 

Commission Act of 2016」の成立というかたちで

結実する．このような動きの背景には，行政記録

の利活用に関する意識の変容があったとされてい

る．たとえば，米国では年々，統計調査に関する

回答拒否率が上昇しており，有用なデータが得ら

れにくくなっていることが問題視されていた．加

えて，行政記録情報の研究活用というヴイジョン

も提示されるようになった．これらを踏まえ，行

政記録の精緻化と，その利活用の促進がCEP設立

の目的と位置づけられた．

このような経緯で設立された CEPは．約 1年半

後の 2017年に最終報告書を提出する．そこでは．

EBPMの推進が国民的な要望になっていることが

確認され．質の高いエビデンスを獲得するための

データ利活用に関する法的スキームの設立に加え．

データヘのアクセシビリティの改善．データイン

フラの近代化とエビデンスの創出に関する組織の

能力強化が主なトピックとして掲げられている（同

上： 14-24; Commission on Evidence-Based 

Policymaking, 2017)．この勧告により，多くの省

庁でEBPM推進に携わる役職が設置され．州政府

においてもデータ利活用機運が商まったとされて

いる．

その後民主党から政権交代を呆たした共和党

のトランプ大統領は，科学的な知見を軽視するこ

とで知られており，特に環境問題に関しては，い

わゆる「懐疑派」の立場にたった発言を繰り返し

ており． EBPMへの理解がある指導者とは到底言

えない（小林2018).

ただ．立法面に限って見れば．米国の EBPM推

進は決してその歩みを止めているわけではない．そ

の代表的な事例の一つに， 2019年 1月 14日に成

立した「Foundations for Evidence-Based 

Policymaking Act of 2018」が挙げられる（廣瀬

2019)8)．この法案は． CEPが提示していた問題意

識を基本的には引き継いだ．「連邦証拠構築活動」．

「オープン政府データ法」，「機密情報保護及び統計

効率性」．「総則」という四絹からなる包括的なも

のとなっている．

「連邦証拠構築活動」では，連邦政府に対して

「証拠構築計画」の策定を義務付け，各機関に「評

価担当官」を設置するとしている．更に．各機関

の長は専門性を備えた「統計専門官」を指名する

ことなどが定められている．

「オープン政府データ法」では．データの利便性

向上のため，各政府機関がデータをオープンフォー

マット，オープンライセンスで公表することを念

頭におき．そのための指針を策定することを義務

づけている．

加えて．「機密情報保護及び統計効率性」では．

こういった利便性によってプライバシーが損なわ

れないようにすることを各機関の責任者に負わ

せているほか．既存の法律との兼ね合いなどにつ

いても整理がなされている．「統計効率性」の部分

では．政府の統計に関する機関だけでなく，民間

企業の統計に関してもされており，それらのデー

タの利用に関する基本的な取り決めを定め，統計

調査などが重複して行われないように規定されて

いる．

以上の検討を踏まえると，米国における EBPM

については次の三つの点に特徴があると言える．

第一に言えるのが， EBPM推進に資する機関の

豊富さである．これまでに見てきたように， 1960

年代ごろに盛んだった社会実験の実践は．そのノ

ウハウとエビデンスを多くの組織に蓄積させるこ

とに貢献した． このため，オバマ政権において推

進された RCTの取組みに関しても． NPOや研究

機関の協力が得られ，質の高いエビデンスの導出

に成功したと言える．

第二に．主として社会政策関連の政策分野にお

いて行われてきたことである．特に．貧固層への

子育てや教育に関する支援の多さが目立つ (Tseng
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and Coburn, 2019: 351)．これは，格差の是正と社

会の安定化への関心が嵩いことと関連しているが，

個別の取組みの改善に関心が集中している分，制

度改革のような広い論点には議論が及んでいない

ともされている (Ibid).

第三に指摘できるのが，その起源に関するもの

である．のちに見るように，英回の EBPMは，

EBM, とりわけ「コクラン共同計画」と「キャン

ベル共同計画」の影響を受けて展開されたもので

ある． これらの計画は，それぞれ，医療における

EBMの導入と，その波及を訴えたものである．こ

れに対して，米国の EBPMもそれらの影響も受け

ているものの， EBMが話題になる以前から，政

策のインパクトを実験を通じて明らかにすると

いう方法がとられていたことも大きな影響を及ぼ

していると考えられる．

以下では，英国の EBPMの進展について，その

歴史的な経緯を概観する．

2. 英国における EBPMの展開

2.1 英国における EBPMの始まり

英国における EBPMは， 1997年に政権に就い

たトニー・ブレア政権によって開始された（家子

ほか2016: 8)．ブレアは，政権交代に向けて労働

党の近代化をはかり，様々な路線転換に着手し，従

来の支持層にとどまらないウイングの拡大を目指

した（今井 2018:83-110)．この中で取り上げら

れたのがEBPMである．

当時英国では 1992年から「コクラン共同計

画」が開始されており， RCTを中心とした，祉界

中の医療研究のエビデンスの収集と統合が行われ

ていた（別府・津谷 1997: 5)． これがEBMの先

駆けとなった取組みであり，当時盛んになってい

た行政改革の動きとも関連している．「大きな政

府」の非効率性が批判される中で，いわゆる「役

に立つ研究」が求められる中， EBMはその切り

札として脚光を浴びることになったのである（正

木・津谷2006:4-5)．コクラン共同計画は，英国

内だけでなく，世界的な注目を浴びる一大プロジェ

クトとなっていくが，その主眼は，システマティッ

ク・レビューによるエビデンスの統合にあった単

独の RCTだけでなく，膨大なそれらの解析を通

じて，より頑強なエビデンスが創出できるように

なるというのは，医療改革において飛躍的な進歩

をもたらしたのである．

1990年代後半から開始され， 2000年にペンシル

ベニア大学にて正式に発足した「キャンベル共同

計画」は，上記の動きに社会科学者も呼応したも

のである．キャンベル共同計画は，コクラン共同

計画への注目とその成功を受けたものであり，シ

ステマティック・レビューによって「何が役に立

つか」を明らかにするというアプローチを，医療

以外の政策分野にも拡大しようと企図したもので

ある（津富 2003)．キャンベル共同計画では，刑

事政策や非行防止に関する政策についてのレ

ビューも豊富になされている．

このような経緯は，先に見た米国の EBPMの歴

史と比してかなり浅い． というのも，英国では，

1970年から 1980年代の間にかけて，社会問題の

複雑さに対して研究が無力であるという幻滅が広

がり，社会科学全体への信頼が低下した時期が

あったという (Nutley,et al, 2007=2015: 10=34)．ま

た，米国とは異なり，英国では RCTを社会政策

の評価に用いることはそれほど一般的ではなかっ

たことも関連している (Breckonand Gough, 2019: 

287-288)．そのような低迷の時代を経て， 1990年

代に入り，医療分野でのエビデンスの活用が盛ん

に論じられ，ブレア政権の誕生と，キャンベル共

同計画の本格的な始動という流れが重なったこと

で，英国は EBPM推進のトップランナーとして躍

り出た．

ブレア政権は発足後，「第三の道」を掲げて，政

府の近代化をはかると標榜した．その取組みの一

環が医療政策分野における TheNational Institute 

for Clinical Excellence（以下， NICEと記す）であ

る． コクラン共同計画によって推進されていた

EBMの進展を踏まえ， 1999年に設置された．

NICEの目的の一つは，医学研究者がシステマ

ティック・レビューを通じて得られたエビデンス

に基づいてガイドラインを策定することで，地域

の医療格差を縮滅することにあった（家子ほか

2016: 9). 

また，当時のブレア政権における成果志向も重
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要な役割を果たした（内山ほか 2018:3). 「包括

的歳出見直し」 (ComprehensiveSpending Review) 

や，「公共サービス合意」 (PublicService 

Agreements）」に基づいた「業績管理」 (Performance

Management)型のガバナンスは，当時既に，行

政改革の理論的な支柱の一つとなっていた NPM

の影響も強く受けたものであった．これらの改革

はトップダウンで進められ，組織改革の導入や，数

値目標の設定が外挿的に実施されることとなった

（大住2010: 25-26)．これらは， RCTのような政

策のインパクトを精緻に把握しようとする方向と

は異なっているのだが，英国においては，これら

は渾然一体となって推進されたのである．

2003年には政策の事前評価と事後評価について

のガイダンスが改訂され，規制政策における評価

や予算執行における評価のやり方などについて，詳

細な内容が記載されている（内山ほか 2018: 10-

29)．これらの取組みにより，英国の EBPMは一

気に進展することとなったのだが，改革によって

データの提供や共有が容易になった反面，指標と

かみ合わない事例が見られたり，指標を絶対化し

すぎるあまり，不正が行われたりする事例が観察

された（同上： 6).

これらの課題を受けて，ブレア政権の後を襲っ

たブラウン労働党政権からキャメロン保守党政権

に至るまでの間，一部の内容を修正しつつも，

EBPMの推進自体については方針を踏襲している．

特筆すべきなのは， WhatWorks Network（以下，

WWNと記す）の設立と連用である．

2.2 英国における EBPMの展開： WWNの設

立

WWNは，英国における EBPM推進の要とも

言っていい存在であり， 7つの政策分野に関する

組織 (WhatWorks Centre，以下． wwcと記す）を

包含するイニシアティブである．本格的な取組み

は2013年に開始され．公的支出のうち約 30兆円

をカバーし，評価やエビデンスの提供を行ってい

る（小林庸平 2017)．その役割は大きく分けて三

つある．

第一の役割が．「エビデンスの創出」である（家

子ほか 2016:20;内山ほか 2018: 44)．この役割

を果たすため， WWNでは，「何が役に立つか」

(What Works) という点を重視して学術研究や調

査のレビューを実施する．第二の役割が，「エビデ

ンスの分かりやすい伝達」である．決してその本

意を歪めないかたちで，実用的なかたちで政策形

成者や意思決定者に伝達するというものである．

第三の役割が，「エビデンスの適用」であり，実務

者らに働きかけてエビデンスが支持する政策の社

会実装を支援するとされている．

WWNは現在， 7つの政策分野に関する組織を

擁している．先に挙げた NICEも硯在では WWN

に包摂されており，これらの組織はいずれも，上

に挙げた三つの役割を果たすことを目的としてい

る．以下，それぞれ内容と役割を概観する立

NICEは既に述べたように， EBMの流れの中で

発足した組織であり， WWCのモデルともなって

いるとされている．組織形態は政府外公共機関で

あり，資金は主に英国保健省が出資している．年

間予算は約 71.3万ポンドであり，医療政策や医療

のガイドライン作成に携わっており， WWCの中

では，予算規模的には最大の組織でもある．

Education Endowment Foundation（以下， EEF

と記す）は， 2011年に設立された慈善団体であり，

不利な状況に置かれた子供たち (3-18歳程度）へ

の教育支援を実施している． 4,900の学校で RCT

を含む大規模な社会実験を実施するなどしてエピ

デンスを導出している．教育省が主な出資元だが，

シンクタンクや保護者団体の支援も受けている．

EEFは，教師や自治体職員をはじめとした一線

の公務員たちにもエビデンスヘの理解を深めても

らうべ<,「ツール・キット」を開発している．こ

れは， EEFが行ったシステマティック・レビュー

の内容を分かりやすく整理し，公開しているもの

で，政策のトピックやそれにかかるコスト，イン

パクトの強さ，エビデンスの「確からしさ」を分

かりやすく可視化している（家子ほか 2016:23 ; 

Gough and Tripney, 2016: 55)． これは，上に挙げ

た三つの役割のうちの「伝達Jにあたるものだと

言える．

Early Intervention Foundation（以下， EIFと記

す）は 2013年に設立された慈善団体である．青少

年の非行や暴力，虐待に対する早期介入のエビデ
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ンスを担当している． EEFと似たような政策分野

だが，予算規模はこちらの方が遥かに小さく，地

方政府等からの出資を受けで活動している． RCT

に関しても， EEFに比べれば小規模ではあるが実

施しており，様々な非営利団体への活動アドバイ

ス等も行っている．

What Works Centre for Crime Reduction（以下，

WWC-CRと記す）は，犯罪防止を目的とした政

府保有の有限会社の一部として設立された組織で

ある．発足したのは 2013年警察と研究者の連携

支援や，実務家，意思決定者に向けたコンサルティ

ング等も行っている． WWC-CRにおいても， EEF

と同様のツール・キットが開発されており，こち

らは実務家の経験も踏まえたエビデンスの信頼度

が示されるようになっている（内山ほか2018: 54-

55 ; Ibid)． このツール・キットをはじめとした

WWC-CRの実践は，警察官養成のナショナル・

カリキュラムにも採用されている．

The What Works Centre for Local Economic 

Growth（以下， LEGと記す）は地域経済の活性

化と雇用の創出を目的に2013年に設立された組織

であり， LondonSchool of Economics等による共

同事業として立ち上げられた．主に資金援助や職

業訓練に関するエビデンスの創出と，政策決定者

への研修を実施している．

What Works Centre for Well-beingは， 2014年に

団体からの寄付等によって設立された民間団体で

あり，社会的企業として運営されている．この組

織の設立に深くかかわったのが「経済社会研究会

議」である．社会科学の研究とイノベーションの

推進を目的としており， WWN全体にも深いかか

わりをもっている．「経済社会研究会議」が，ウェ

ルビーイングに資する政策形成のために，三つの

政策分野における研究の統合とデータ分析が必要

であることが示された (Bache,2020: 40)．それは

「コミュニティ・ウェルビーイング（地域福祉）」，

「文化とスポーツ」，「屈用と学習Jである．これら

三つの政策分野に関して， Centrefor Well-being 

は，メンタルヘルスに関する政策や，雇用支援，健

康医療などの分野において，既に頑強なエビデン

スが得られている政策の実施支援や，実施された

政策のインパクトの測定を行った (Ibid:42-46). 

Centre for Ageing Betterは， 2015年に設立され

た高齢者の生活の質にかかわるエビデンスの取組

みを担う慈善団体兼有限責任会社である国営宝

くじ基金から多額の支援を受けて設立されたもの

で， WWNの中では最も新しい組織である．組織

のHPには，仕事の斡旋や，健康に関する情報紹

介，コミュニティの紹介といった，充実した老後

を送るための項目が並んでいる四

このように， WWNは様々な政策分野に関する

エビデンスの創出とその公開によって， EBPMの

推進にあたって中心的な役割を担っている．重要

なのは，これらのエビデンスが分かりやすく，政

策実施者や決定者に届きやすいかたちで配備され

ている点である． WWNがエビデンスの創出と並

んで，「伝達」や「活用」に重きをおいているのは，

それらの経路を経なければ，エビデンスが政策に

活用されることもないからである．

2.3 英国の EBPMの特徴

英国の EBPMの特徴としてまず挙げられるのは，

1980年代以降の NPM論の影響を色濃く受けてい

ることである． 1980年代，英国を席巻した NPM

理論は，ブレア政権における EBPMの進展にも大

きく寄与することとなった．これらを踏まえ，英

国の EBPMの特徴として， NPMの関係から二点，

歴史的経緯から生じる制度の観点から一点，指摘

する．

第一に指摘しておかなければならないのは，

NPMの背景にあるイデオロギーであるよく知

られているように， NPMの理論的な支柱の一つ

が新自由主義であり，民営化や市場化による行政

運営の効率化や，公共セクターを民間企業のよう

に運営するというテーゼがそこから導出された（大

住 2010:8-9)．この点から， EBPMは「脱政治

化」を標榜しつつも，必ずしもイデオロギーや政

治的な志向から無縁たりえないということが分か

る．加えて，「小さな政府」を目指す新保守主義的

なイデオロギーもまたNPMと深いかかわりをもっ

ている（外川 2004b: 54-55)． これらのことを踏

まえると， EBPMの推進がイデオロギーから無縁

のものであると断定するのは早計であると言える

だろう．むしろ， EBPMは，特に英国においては，
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新自由主義という「脱政治というイデオロギー」

を背景に推進されたと考えるべきである

(Etherington, 2017:366). 

第二に言えるのが， NPM理論が志向する内容

についてである．そもそも NPMは様々なツール

やアイデアの集合体という側面があり，理論体系

というよりは運動論として見るべきとの指摘があ

る（山谷2009:10). NPM及びそれに基づいてい

るとされる改革には何か定まった方法論や系統

だった理論枠組みがある訳ではないのである． し

かし，ここでは， NPMが組織運営の改革や，外

部委託の導入といった，政策のマネジメント改善

にかかわる点に注目していることを強調したいな

ぜなら，こういった点は EBPMの本旨とは若干の

ズレがあるからである．

そもそも， EBPMが注目しているのは，特定の

政策に関する「有効性」を精緻な実験や統計デー

タの解析などから導出しようとするものであり，そ

れを実行する制度や機関への関心はそれ程高くは

ない．そこでは，知識を政策に活用するための専

門家の関与についての議論が盛んである．（Nutley,

et al, 2009: 9)．この点で， EBPMとNPMの志向

には明確な違いがある． しかし， EBPM推進の過

程では，これらの論理が混同されることが多く，実

際に推進される際にも区別されることなく議論が

行われているのである．

第三に言えるのが，組織と制度の役割である．英

国は米国とは違い，政策評価における実験の風土

はそれ程根付いていなかったため， EBMの影響

を受けて EBPMが推進されるようになった際に，

新たな機関を設立する必要があった． この必要性

に応えたのがWWNである．このことは， 1990年

代後半から英国の政策評価の在り方が，米国のそ

れに接近してきたことを意味している．（Duffy,

2017: 44)． これは換言すれば，「政策評価の米国

化」と言うべき事態であり， EBPMの在り方が米

国型に収敏しつつあるとも捉えられる．

次節では，これらの検討を踏まえた上で EBPM

の今日の展開について考察する．

3. EBPMの二つの側面とこれからの展望

3.1 「狭義の EBPM」と「広義の EBPM」

日本への示唆

ここまで，米英の EBPMの違いを強調してきた

が，米国における EBPMが，英国のコクラン共同

計画やキャンベル共同計画の影響も受けていたり，

米国においても NPM的な発想が浸透していった

りと，双方の流れが完全に隔絶していたわけでは

ない．ただ，昔から曲がりなりにも実験による評

価が行われており，政策介入の効果に関心を集中

させている米国と， NPMなどの行政改革理論と

ともにそういった評価手法が浸透していった英国

の間には違いがあることも事実である (Tsengand 

Coburn, 2019: 351)．この米国と英国の EBPMの

流れを踏まえ， EBPMには「狭義の EBPM」と

「広義の EBPM」があることを示したのが表 lで

ある．

既に述べたように先行研究でもエビデンス概

念について「狭義」と「広義」があることが指摘

されてきた．そこでは， EBPMと一口に言っても，

それが参照するエビデンスの種類が多義的である

ことが強調されてきた． これを踏まえ，表 lでは

「手法」の欄にそれらの点を記載しているが，関心

事項や，プログラム評価の観点なども加え，区分

をより詳細なものにしている．

表 1. 「狭義の EBPM」と「広義の EBPM」の違い

主な要素 「狭義の EBPM」 「広義の EBPM」

手法 RCT, 統計解析 行政改革，業績管理

関心 政策の因呆関係・有効性 マネジメント改善・効率性

エビデンス 因果関係を示したもの 業績指標も含む

理論的背景 行動経済学，統計的因呆推論 NPM,新自由主義新保守主義

プログラム評価の視点 インパクト評価
セオリー評価
プロセス評価

（出所）紐者作成
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口 ロジックモデル（イメージ例）と評価方法

計画した活動が実薦
できれば、一定の行
政サーピスが実薦可

能なる．

活動目鑽は違成さ1
たか？召Dために、策
定素動計画は
合あったか？

事棗の成果目圃揖
成さ1ゴ ？⑰ため
に、実施さ1ゴ5動は
効果的 効率的で

あったか？

国民社会に憲図し

た変化l必Eじ曰”
砂た収こ、事業の成
景目檬⑪配血寄与

しrdJ,?

・事婁の遺鯵状況が把●可饂なアウトカムが設定されているか．
・アウトカムは件戴ではなく、インパクトにつながるより具体的な指●とすぺきではないか。

図 I. ロジックモデルの事例
（出所）https://www.gyoukaJru.go.jp/review/aki/rOJhiroshima/img/gl4.pdf (「内閣官房行政改革推進本部事務局説明資
料」． 2019年 II月17日行政事業レビュー資科．最終アクセス 2020年7月21日）

「狭義の EBPM」は， RCTや統計解析を中心的

な手法と し．行動経済学なども活用 した上で政策

の因果関係を同定しようとするものであると して

いる．それに対して「広義の EBPM」は，政策の

実施やそれに関係する機関のマネジメント改善ま

でも含めたものであるこの意味で．「広義の

EBPM」は．これまで日本も経験してきた行政改

革と重なる部分が多く，それほど真新しいもので

はないでは．「広義の EBPM」は． EBPMの本

旨を歪めたものであり．批判されるべきものなの

だろうか実のところ．そうとは言い切れない側

面もある

たとえば．椿広計は． EBPMの源流として．①

19世紀以降の近代統計科学の生成活動．②品質管

理科学の確立．③統計的実験計画法を効果の判定

に用いる行政制度の確立 (EBM)．の三つを挙げ

ている（椿 2018)．このうち． ① と③が科学的な

手法によって政策の効果を同定し．効果のある政

策を推進するという「狭義の EBPM」に連なった

ものである．

これらに対して．②は民間企業における品質管

理の手法と関連したものであり①と③とは趣を

異にしている．椿は． EBPMの実践と理論はこの

文脈とも関係していると述ぺ． OECDの動きを踏

まえた上で． KPIによる管理やPDCAサイクルの

実施も EBPM推進の上で重要であることを指摘し

ている （同上 ：7).

日本の EBPMもまた．「狭義」と 「広義」の混

合というかたちで展開されているその代表的な

もののひとつが「行政事業レビュー」による EBPM

の推進である（金本2020)II)．行政事業レビュー

は．レビューシートにしたがって担当者が評価者

に対して政策の意義を説明する流れで実施され．

政策に投じられた資源に対 して得られた成果の量

を踏まえて評価を下すという流れになっている（西

山2019: 161-172)． また． 「EBPM試行的検証」

と題していくつかの事業に関しては．ロジック

モデルの作成を実施することで．政策の妥当性を

吟味している（越尾 2018)．ロジック モデルとは．

図 lのように．ある政策のインプッ トからインパ

クト までをモデル化することで．政策が期待通り

の効果を発揮する仕組みになっているか等を検討

するツールであり．比較的手軽に実施できる特徴

がある（南島 2018a:173-175). 

ロジックモデルの果たす役割は．プログラム評

価の理論で言えば政策が想定している論理構成
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が正しいかどうかを見る「セオリー評価」，事業が

正しく実施されているかを検証する「プロセス評

価」に該当する（南島 2018b: 204-207)．これに

対して， RCTに代表される「狭義の EBPM」の主

眼は，政策の正味の効果に注目する「インパクト

評価」にあたる．これら三つの評価は，それぞれ

に優劣がある訳ではなく，政策がうまくいくかど

うか（有効性）を多角的な視点から検証する視点

を提供するものである．この考えに従えば， RCT

や行動経済学の活用が謳われる「狭義の EBPM」

はインパクト評価に該当していると言え，行政事

業レビューにおけるロジックモデルの活用による

EBPMの取組みは，「広義の EBPM」にあたると

言えるだろう．

3.2 制度改革を通じた知識創出へ

ここまでの議論をまとめると，次のように言う

ことができる．米国に起源をもつ実験アプローチ

の政策評価論が，英国の EBMの流れや，行動経

済学の台頭，統計学の飛躍的発展を受けて再び注

目され， EBPMという新しい潮流として認知され

つつある．この流れに，効率的な行政を目指す

NPM理論なども絡み合って展開されているのが

現状である．

行政事業レビューは，政策が有効であるかどう

かを検証するツールであるロジックモデルを活用

しているがそれだけでなく，その政策が効率的

かどうかという観点からも議論されている．いわ

ば，「有効性」と「効率性」という，複数の目的を

同時に追求している点に特徴がある．この点も含

め，行政事業レビューにおける EBPMの巡め方に

ついては課題があることが指摘されている（永久

2019)．これに対して，米国と英国と日本のEBPM

の展開において共通しているのは，程度の差こそ

あれ，制度改革を推進してきたことにある図で

は，これらの制度改革は根本的に， どのような帰

結をもたらしつつあるのだろうか

ここで，政策評価の目的の一つに，「知識創出J

があるとする見方が参考になる (Furubo, 2018: 

189)．政策評価はアカウンタビリティの確保や，政

策の合理化など，様々な目的を兼ね備えているが，

EBPM推進においては米英のように研究機関との

連携によって新たな知見を創出することも重視さ

れている． EBPMの推進を阻害している要因とし

て，研究と政策のギャップがよく取り上げられる

ことがこの論点と関係している (Cairney,2016: 

109-110)．ギャップは，研究成果を考慮しない政

策過程の問題であるだけでなく，研究者側が，政

策のニーズを十分に把握できていないことにも起

因しているとされる． この問題に対しては，助言

機関を充実させること等が対策として挙げられる

ことが多いが，政策のニーズを把握し，それに対

応した研究を行うことも方策の一つである．事実，

米英では政策ニーズに沿った研究を行うための機

関も設立されており，これらのアプローチは，「知

識活用」 (KnowledgeUtilization)のための一方策

だと言える (Boswell,2009:233-251). 

日本の EBPM論では知識活用や，政策に資する

研究を実施するという側面は米英と比べればそれ

ほど強くない．要因は多々あるだろうが， 日本に

おいては米国のように， RCTの実施を担えるシン

クタンクや民間団体が少ないことが挙げられる．ま

た，「広義の EBPM」に該当する制度改革が，政

策の効率性を重視してきたことも関連する．今後

は，英国のように政府が中心となって政策に資す

る研究への支援を行う必要があるだろう．

もっとも，活用を目指した知識創出の促進とい

うヴイジョンは，知識と権力の関係に関する議論

を踏まえれば楽観的に過ぎるという見方もあり，

EBPMが専門性支配に繋がるという懸念は既に指

摘されている（杉谷2019)．加えて，知識創出に

着目する側面を考慮に入れると， EBPMは単なる

政治体制の問題にとどまらない，知識と社会の関

係といった，より大きな論点を含んでいることが

分かる．紙幅の都合上，これ以上論じることは叶

わないが， EBPMの推進が更なる課題を惹起しう

るということは確認しておきたい．

4. おわりに

本論文では，米国と英国の歴史を概観し． EBPM

には「狭義」と「広義」のものがあることを指摘

したそして．米国と英国においては，「知識活

用」を目的とした「知識創出」に焦点を当てた制
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度改革が実施されていることを指摘し， 日本の

EBPMに関してもそのような着眼点を意識した

制度改革を目指す必要があることが示唆された．

日本の EBPMが今後，憔界に伍するような水準へ

到達するには，知識の活用と創出を更に意識した

制度改革が不可欠なのである．

とは言え，種々の制約の中で EBPMを推進する

上では過渡的な段階を経ることは不可避であり，

日本の EBPMの後進性を一方的に批判するのは生

産的ではない． また，本論文が扱った日本の取組

みは，ごく一部にとどまっており，その他の取組

みに関しても検討が必要だろう．本論文が示した

のは， EBPMは普遍的に多くの国で推進されてい

るがそれぞれの国の制度の文脈や，政治文化，社

会状況などによって推進の在り方は異なるという

ことである．そして，こういった論点は，知識と

社会，専門性と政治といった，より広い議論にも

広がりうる． こういった面を踏まえることで，

EBPM推進に関する議論を更に深化させることが

できると考えられる．

注

l) 当該研究では，就学前の幼児教育が将来の成績な

どにポジティブな影響を及ぽすことが示唆されて

いる．また，現在も追跡調査が実施されている．

(https://www.blog.cm.or.jp/lab/01/55.html) （最終

アクセス 2020年 7月21日）

2) 当該研究は，世界初の大規模な社会実験として有

名な事例でもある．なお，本実験の結果，低所碍

者層の貧困意欲の減退は見られなかったが，離婚

率の向上が見られたとされる（塚田・長濁2009:

31). 

3) 結果は，保険料を上げることで受診同数を抑制す

ることができる上，健康状態もそれ程悪影響を受

けない，というものであった（津川 2020: 42-44). 

4) 補助された政策には大きく分けて三つのカテゴ

リーがあり，「SaferSex」(HIVの危険性などを

述べた教育ビデオの視聴など），「jCuidate!」（主

としてラテン系移民の子供たちへの性教育プログ

ラムの実施），「Reducingthe Risk」（避妊や性感

染症防止のための知識や技能の発展）がそれらで

ある (Haskinsand Margolis, 2015: 98). 

5) 中でもひときわ強く推進されたのが， Investingin 

Innovation Initiative (i3) と呼ばれる政策である．

これは，教育や研究のプロジェクトに出資する基

金を設立してそれらを支援するものであるが，先

に挙げた階層付き補助金の仕組みを通じて，有効

なエビデンスに基づいたプログラムを集中的に支

援するというものである．たとえば，オハイオ外I
立大学が中心となった研究プロジェクトに対して

5年間で4560万ドルの補助金が割り当てられ，訓

練を受けた教師を低学力の学校に派遣して一対

ーで教育を実施する政策の効果測定が実施され

た (Haskinsand Margolis, 2015: 121). 

6) 主要なものをいくつか挙げると，貧困家庭に対す

る家計運営指導や，就業に関して障壁に直面して

いる人に対しての雇用機会の創出，健康サービス

へのアクセスの改善健康格差の縮小のための事

業実施若年貧困層に対する就学支援などである

(Haskins and Margolis, 2015: 158-159). 

7) そもそも，コミュニティ・カレッジとは，原則と

して 2年以上 4年未満の教育を施して「準学士

号」を卒業生に付与する教育機関である． 4年制

大学への入学準備のための機関とも，生涯学習の

ための機関とも位置付けられている（小林明

2017)．そのコミュニティ・カレッジにおける教

育事業に関する取組みが本件である．

8) 以下，本法案の記述に関してば法案の原文も併せ

て参考にした．

9) 以下，それぞれの記述は主に家子ほか (2016: 

21)及び，内山ほか (2018: 48) を参照したそ

の他の文献については適宜，提示している．

10) https://www.ageing-better.org.uk/ (Centre for 

Ageing Better公式 HP, 最終アクセス 2020年7

月21日）

1l) 日本の EBPMは，「EBPM三本の矢」として，三

つの取組みが軸となって推進されている行政事

業レビューは，「三本目の矢」に該当しており，

「第一の矢」と「第二の矢」では，擬似実験など

を用いた分析が試みられている（小池・落2020).

本論文では，対象数が圧倒的に「三本目の矢」の

方が多いこともふまえ，「三本目の矢」を中心に

扱った．

12) 日本の EBPM推進も最初は統計に焦点をあてた

制度改革から始まり，行政事業レビューの活用に

至っている（大橋 2020).
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Abstract In this paper, I review the history of evidence-based policymaking (EBPM) in the USA and 

UK. I have focused on the "narrow sense・・ and "wide sense" aspects of EBPM. "Narrow sense" means 

that public policy should be made and promoted based on rigorous evidence generated by randomized 
controlled trials (RCT). Conversely, "wide sense" includes more diverse topics, such as administrative 

reforms or performance measurement, and is influenced by new public management (NPM). In 

America, there is a long history of RCT, and there are many organizations that implement it. In UK, 
there is no such history, and therefore, EBPM in UK is strongly related to NPM and has experienced 

many reforms. However, English EBPM and policy evaluation strongly resembles that found in the 
USA. It focuses on "knowledge generation," which can contribute to policymaking and policy 

evaluation. Although we can say that EBPM in Japan should evolve to be more like that found in the 
USA and UK, the practice of EBPM depends on context and existing institutions, and such restrictions 

must be taken into account when considering EBPM. 




