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和文要約：エビデンスと実施者の間の緊張関係は医療においても議論されており、教育学では責任
論と関連付けられている。本稿はこれを踏まえ、政策における責任論とエビデンスの関係性を論じ
た。福祉政策のように個別ニーズの把握が必要な政策においては行政の応答責任に基づいた検討を
吟味が不可欠であり、今後は透明性も視野に入れた、多元的なエビデンスを考察することが必要で
あることが示唆された。
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英文要約：In this paper, I argue that the concepts of “responsibility” and “accountability” in evidence-
based policymaking are complex and important for public policy makers. Generally speaking, promoting 
evidence-based policy means strengthening “accountability.” In evidence-based policy, the use of 
RCTs （Randomized Control Trials） is an important method for acquiring evidence. RCTs, however, 
are not interested in “why this works” but rather in “what works.” Thus, they cannot contribute to 
improving “responsibility.” Some policies are dependent on discretion and cannot be analyzed using 
RCTs. “Responsibility” is related to discretion, as has been argued in the pedagogy. In this paper, I 
refer to the pedagogy and medicine, and make clear the nature of responsibility. Moreover, I will use 
the concept of “transparency” which contributes to accountability in public policy. According to the 
George Argyrous, it is important that evidence should make in transparent because it should open to 
many actors. At last, I will suggest an image of evidence which is diverse and opened, many experts 
can appeal statement to this.
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はじめに
「エビデンスに基づく医療」の席巻により、

様々な分野でエビデンスの活用が謳われるよう
になった。政策においても、「エビデンスに基
づく政策」が世界的な潮流となりつつある。特
に医療政策分野においては、研究者コミュニ
ティも近いため顕著に影響を受けており、「エ
ビデンスに基づく医療政策」を掲げる向きが一
部にある。しかし、このような動きは慎重に吟
味されなければならない。なぜなら、政策は医
療とは異なり、不確定な要素が多く、それぞれ
で論じられるべきエビデンスの姿も異なったも
のだからである。

たとえば、政策の「裁量」の問題がある。政
策は立案された後、実施の過程ではストリート
レベルの官僚と呼ばれる、現場の公務員が主た
る役割を担う。その際、政策が立案されていた
意図とは異なった裁量を加えられるケースがあ
る。この裁量によって政策がうまくいく場合も
あれば、うまくいかなくなる場合もあるが、「エ
ビデンス」はこの裁量の実態を完全には補足す
ることができない。この点を克服するため、エ
ビデンスに基づく政策の議論では、定性分析の
ような手法も有効であるとされている。特に、
福祉政策などの分野では、普遍的なエビデンス
と個別ニーズの兼ね合いが問題となっている。

このような現象は、新自由主義の受容と軌を
一にしている。新自由主義の広まりとともに受
け入れられたNPM（New Public Management）
の理論は、成果主義を根幹にした行政マネジメ
ント改革論を導出した。これはエビデンスに基
づく政策の現在の動きにも反映されている。

更に、こういった「エビデンス・ベースド」
の議論は、医療だけでなく教育学の分野におい
ても急速に広まり、「エビデンスに基づく教育」
に関する議論も盛んになっている。この議論で

は、医療と教育の違いを踏まえた上で、「応答
責任」と「説明責任」の観点からの考察も行わ
れている。この議論では、「応答責任」は教育
の実践の中で果たされるものであり、生活世界
に根差したエビデンスによって果たされるとさ
れている。これに対して、近代科学的エビデン
スによって果たされるのが「説明責任」である
とされている。このような対比は、行政学にお
いても共通している。

行政学においては、応答責任と説明責任の違
いは、「非制度的／制度的」「内部的／外部的」「能
動的／受動的」といったかたちで説明される。
特に、「応答責任」は行政が自律的に果たすも
のであるとされており、そこにはプロフェッ
ショナリズムや倫理観のように、近代科学以
外の要素に依拠するものも含まれている。これ
は、上述した教育学の責任論と共通している。

教育学の議論においては、エビデンスに基づ
く政策がもたらす説明責任の強化は、政策実施
者たちの自主性を損なったり、現場の複雑な対
応を一律化したりすることでかえって政策の非
効率を招きうるとされている。

本稿の目的は、このような状況を踏まえ医学
や教育学における責任論を援用することで、エ
ビデンスに基づく政策における行政責任論の在
り方を考察することにある。

この目的を達成するための本稿の構成は次の
ようなものである。最初に、行政学における責
任論を概観する。これは、医療や教育学におけ
る責任論とほぼ同一の内容であり、本稿におけ
る議論の枠組みをなす。続いて、エビデンスに
基づく医療における議論を検討する。エビデン
スに基づく医療は一般的に、上述した説明責任
を強化する取り組みであるとされているが、そ
の初期の議論においては、応答責任を強化する
という企てであった。本稿では、そうであった

─ 86 ─

『医療福祉政策研究』（第3巻第1号）



にもかかわらず、実際にはエビデンスに基づく
政策が、説明責任を一方的に強化する流れに
なってきたことを示す。続いて、教育学にお
けるエビデンス論を検討する。教育学において
は、エビデンスに基づく教育の推進を求める声
が高まっていると同時に、説明責任を一方的に
強化するエビデンス論は批判されることが多
い。これらを踏まえ、政策・医療・教育におけ
る「応答責任／説明責任」の議論と特性を概観、
整理した上で、それぞれの分野におけるエビデ
ンス論と責任論の関係について考察する。

結論部分では、エビデンスに基づく政策にお
ける「透明性」の在り方を論じる。透明性は説
明責任を果たす上で重要な論点であるとされて
おり、エビデンス論との関係を、先行研究を踏
まえて論じる。その上で、政治における透明性
の確保という問題が今日では浮上していること
を示唆する。

1．責任論とエビデンス論の交錯
1.1　行政責任論における「応答責任」と「説明
責任」

行政責任論の議論では、説明責任と応答責
任をめぐって歴史的に議論が交わされてきて
いる。特に有名なのは、1930〜40年代ごろに
行われたカール・フリードリッヒとハーマン・
ファイナーの間で交わされた「フリードリッ
ヒ・ファイナー論争」である。フリードリッ
ヒは行政の責任に関して、いわゆる「応答責
任」の立場から議論を展開したことで知られて
いる（Jackson, 2009）。フリードリッヒは、行政
における専門性を重視し、政治家は高度な専門
性を要する政策課題に深入りするべきではない
と考えていた。従って、この立場においては行
政責任を果たす主体である専門性をもった官
僚のモラルや倫理など、内在的な要因こそが

行政責任論の中核をなすとされる。このよう
な観点は今日の行政学において「応答責任＝
Responsibility」と呼ばれている（鏡2017）。

これに異を唱えたのがファイナーであった。
ファイナーは「説明責任＝Accountability」が
重要であると提唱した論者として知られてい
る。説明責任は基本的に外部から官僚制を統制
する考え方であり、客観的なデータ等が説明の
ために活用される。後に展開される行政改革の
一つであるNPMにおいても、このような発想
は引き継がれていると言えるだろう。

現代の行政に敷衍して言えば、応答責任を果
たしている具体的な事例は、官公庁などによる
白書の発行や、自身の業務管理等、多岐にわた
る。ポイントは、応答責任は最終的に評価の内
容を外部に公表する必要は無いということと、
あくまでも自発的に取り組まれるということに
ある。

この二つの区分は古典的なものであるが、明
快かつ単純であるため、日本の行政責任論にお
いても中心的なテーマであり続けてきたほか、
最近の研究でも分析枠組みとして活用されてい
る（鏡2017；西尾1995）。例えば、障害者政策の
専門家である北川雄也は応答責任と説明責任に
ついて明瞭な区別を行い、障害者政策における
それぞれの在り方と課題を抽出している（北川
2018：141-158）。一般的に、説明責任は外挿的
であるため、行政の自律性が失われる危険性が
あるが、対する応答責任は正統性が欠如した行
政の独善的な支配を招きかねないとされている。
北川はここから、障害者政策における両者の在
り方を素描しているが、この枠組みの汎用性の
高さを物語っている研究の1つと言えよう（1）。

応答責任にはプロフェッショナリズムや倫理
観といったものも含まれるのに対して、説明責
任を担う科学的エビデンスは、幅広い人々への
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説明を前提としているため、普遍的に政策の効
果を解説できる手法がとられることが多い。業
績測定をはじめとした成果の定量化も、外部に
対する説明を前提として行われており、他律的
な統制を可能にするツールの一つとして用いら
れているが、これらは政策実施者や官公庁の自
発性を前提としていない。

日本ではよく「エピソード・ベースからエビ
デンス・ベースへ」という言葉が用いられて
いる（統計改革推進会議2017）。「エピソード・
ベース」とは、分析に裏打ちされていない、偶
然見つけた事例等を安易に参照してしまうこ
とを指す。しかし、政策において「エピソー
ド」は人々の合意を得るための重要な根拠の一
つであり、民主主義社会において欠かすことの
できないものである。また、質の高いエピソー
ドは重要な政策情報として扱われることもある

（Breunig, 2018）。エピソードの中には、応答
責任に関連する重要なものも含まれるため、一
概にエピソードを排せばそれでよいというのは
やや単純に過ぎるであろう。とは言え、エビデ
ンスの活用があらゆるところで言われるように
なったのにも理由がある。そもそも、応答責任
が成立する前提として高い行政への信頼があ
ると言われている（鏡2017）。逆に言えば、説
明責任の強化に資するエビデンスが求められる
背景には、その信頼性が弱まっていることがあ
る。

よって、政策で言えば行政や官僚、教育で言
えば教師といった、専門性・専門家への信頼が
低下していることが「エビデンス・ベースド」
の隆盛をもたらした原因の一つだと言える。た
だし、いくら「エビデンス・ベースド」が政策
理論の世界を席巻したとしても、実践者は自
分たちの経験に基づく専門性を保持している

（Peters, 2018：139）。「エビデンス・ベースド」

に対して、医師や教師といった専門家達が必ず
しも好意的な反応を示さないのはこのためであ
る。

以上の行政責任論の系譜を踏まえ、次節から
は「エビデンス・ベースド」の元になった医療
におけるエビデンス論と、それを受けて広まっ
ている教育におけるエビデンスをめぐる議論を
それぞれ検討する。

1.2　医療と教育におけるエビデンス論と責任論
エビデンスに基づく政策は、医療における議

論からその着想を受けている。1980年代頃か
ら、英国にて話題となった「エビデンスに基づ
く医療」においては、複数のRCTsの結果を統
計的に解析する手法の導入が掲げられた。そし
て、どのような治療や薬が効果を発揮するのか
を明らかにする手法を「メタ・アナリシス」と
呼ぶ（丹後2016：1）。メタ・アナリシスは、良
質な実験デザインによって実施されたRCTsの
結果が記されている論文や文献を可能な限り多
数集めて分析し、そこから適切なエビデンスを
導出するというものである。

多くの研究結果の解析を行う理由は、そうす
ることがエビデンスの信頼性を向上に資するか
らである。たとえば、レイ・パーソンは、メ
タ・アナリシスを中心としたシステマティッ
ク・レビューによって、特定のアクターにとっ
て都合のいいエビデンスのみが活用される事態
を防ぐことができる場合があると指摘している

（Pawson, 2006）。
RCTsは薬剤の有効性を調べるためにデザイ

ンされたもので、ある薬を投薬するグループ
（トリートメントグループ）と、しないグループ
（コントロールグループ）に分ける。その後、前
者と後者にいかなる違いがあったかを観察する
ことで薬の効果を正確に測る。重要なことは、
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全体のグループの選択も、二つのグループに分
ける選択も全くのランダムに行う、という点に
ある（Torgerson and Torgerson, 2008＝2010）。

このような医療の発想を政策にも応用しよう
と試みたのが、エビデンスに基づく政策であ
る。英国政府に提出された報告書では、効果的
な政策をつくるのに資する手法としてRCTsが
推奨されており、コストがかかる面があるもの
の、中長期的な視点では費用の節約につながる
と指摘されている（Haynes et al, 2012）。この
点はエビデンスに基づく医療が「役に立つ」情
報が必要であると強調していることと関連して
いる（斉藤2016：60）。エビデンスに基づく医
療においては、ある治療や投薬がなぜ効力を発
揮したのか、というメカニズムへの関心は概し
て高くない。そして、エビデンスに基づく政策
においても、「役に立つ」エビデンスが重視さ
れており、政策がどのようにして効果を発揮し
たのかというメカニズムへの関心は後景に退い
ている（Davies et al, 2000）。なぜならば、エビ
デンスに基づく医療が求めるエビデンスとは、
ある特定のインプットに対する、特定のアウト
プットという限定された因果関係にあるからで
ある。

エビデンスに基づく医療は、医者の「勘」の
ような、不確定な要素に基づいた意思決定では
なく、因果関係の特定を含んだエビデンスの活
用を掲げる。この方針は、患者をはじめとした
関係者に対して、なぜある治療行為を行ったの
かということを適切に説明することができる道
筋を与える。上述した行政責任論の区分に照ら
せば、エビデンスに基づく医療は説明責任を強
化する方策であると言える。

しかし、注意しておかなければならないの
は、エビデンスに基づく医療においては、エビ
デンスはあくまでも医療行為者の判断を補助す

る一つの情報に過ぎないとも規定されていたと
いう点である。例えば、エビデンスに基づく医
療の先駆的な取り組みを担った『コクラン共同
計画』の策定における中心的なメンバーであっ
た医学者のミュア・グレイは来日公演において、
エビデンスに基づく医療は、科学的エビデンス
と患者のニーズ・規範、限られた資源の三つの
要素を考慮に入れることで成立すると述べてい
る（別府・津谷1997：46）。盲目的にエビデン
スのみに依拠して他の判断材料を棄却すること
は、「エビデンス・ベースド」の本来の趣旨に
反しているのである。エビデンスに基づく医療
においては、あくまでも医者の裁量、判断を支
援するためにエビデンスを活用することが目指
されていたと言っていい。これを踏まえると、
エビデンスに基づく医療は、エビデンスの活用
によって、説明責任だけでなく、応答責任も強
化する企てであったと考えられる。

後にその議論を詳細に検討する教育学者の今
井康雄は、エビデンスに基づく教育について議
論を進める上で、エビデンスに基づく医療につ
いての検討も行っている。その中で今井は、上
述したグレイの見解と同様に、エビデンスに基
づく医療が、「医療者の臨床技能」や「患者の
意向」を無視するものではないことを強調して
いる（今井2015：19）。しかし、「エビデンス・ベー
スド」が各方面に波及していった時、エビデン
スは参照されるべき絶対的な指針を提示するも
のだと理解されてしまう。今井はこの事態─エ
ビデンスが実施者をサポートするのではなく、
実施者の裁量を制限する役回りを演じているこ
と─を指して「説明責任への横滑り」と形容し
ている（今井2015：8）。

このような誤解、横滑りはなぜ生じるのだろ
うか。医師の斎藤清二は、その原因を「視点の
違い」に求めている（斎藤2016：27-29）。斉藤
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によれば、エビデンスに基づく医療は元来、臨
床疫学を個々の医療実践に応用することを目的
としていた。しかし、個々の臨床現場にいる医
療実践者達にとっては、エビデンスに基づく医
療は具体的な臨床判断のプロセスとなる。エビ
デンスは現場へ広がる中で、誰もがいつでも従
わなければならない「ガイドライン」であるか
のように受け止められるのである。

加えて、そういったエビデンスを紹介して広
める「媒介者」という存在もいる。エビデンス
の理解はアクターによって多様であり、それぞ
れにとってのエビデンスの位置づけが微妙に異
なることが、誤解を招いているというのが斎藤
の見立てである。

こういった錯綜した状況は、さしあたって下
記のように整理できるだろう。まず、エビデン
スに基づく医療をめぐっては、「ガイドライン
化」が進む傾向にある。しかし、エビデンスに
基づく医療の本旨に照らせば、エビデンスはあ
くまでも参照すべき情報の一つにすぎず、医療
者の自由裁量を制限するものではない。ところ
が、このような誤解は根深く、本来はベテラン
医師の「経験」や「勘」に対抗した脱権威主義
を目指していたエビデンスに基づく医療そのも
のが権威化するという皮肉な事態も起きている

（南郷2017）。
そもそも、医療行為は根源的に目の前の患者

という不安定な存在を対象にしている。杓子定
規にエビデンスに従っているだけでは、適切な
意思決定はできないだろう。エビデンスに基づ
く政策を考える場合、医療においてでさえ、エ
ビデンスと実施者達の間の緊張関係が議論され
ていることは強調されなければならない（2）。そ
して、次節で見るように、教育学者達が安易な
エビデンス論を批判するのはこの点も関連して
いる。

1.3　「エビデンスに基づく教育」における責任
論

日本は、政策へのRCTsの導入については他
国の後塵を拝す状況であったが、教育政策の分
野で、実験アプローチを主とした分析を展開し
た著作がベストセラーになるなど、関心が高ま
りつつある。

教育経済学者の中室牧子は、限られた資源を
有効なプログラムへ投入する必要性があること
から、RCTsによって導出されたエビデンスが
支持するプログラムを同定すべきだと指摘する

（中室2015）。このような中室の立場は、「RCT
至上主義」とされるものであるが、所謂「エビ
デンスに基づく教育（政策）」は諸外国でも研究・
実践が推進されており、世界的な潮流となって
いる。
「エビデンスに基づく教育」への反応は様々

であるが、教育学からの批判は主として、エビ
デンスが文脈性を考慮していない点が論じられ
る（桐村2017）。こういった指摘は、実験や近
代科学によって支えられるエビデンスだけでは
把握しきれないものが教育にはあり、それこそ
が教育にとって重要だという考えに立脚してい
る。

この立場に沿って「エビデンス・ベースド」
を徹底的に批判しているのが、教育学者であ
り、社会科学の方法論、エスノグラフィーの専
門家でもある、マーティン・ハマースレイであ
る。ハマースレイは実験によって導出されたエ
ビデンスを教育政策に活用するのに疑問を呈す
る。たとえば、あるプログラムが実験を通じて、
高いパフォーマンスを発揮することが明らかに
なったとしよう。しかし、教育のパフォーマン
スはプログラムのみに依拠しているものではな
い。教師の質も当然関わってくる。サンプルと
しての生徒を厳密にランダム化したとしても、
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教師の質のように、平準化できない要素は常に
存在している。また、それをも平準化しようと
すると、実験の手間が煩雑化し、実施不可能と
なってしまう（Hammersley, 2005：90）。

加えて、ハマースレイは『研究に基づく政策
と実践の神話』という著作の中で、RCTsやシ
ステマティック・レビューのような手法が政策
立案に応用されることについては、政策形成者
や政策実践者が欲するような情報を提供できな
いとも指摘している（Hammersley, 2013）。ハ
マースレイの立場は、研究が政策に応用される
べきではないとするものではない。彼が危惧し
ているのはエビデンスという限定的な領域でし
か妥当性を持たない知識が、実践を侵食してい
くことである。

教育学者の今井康雄もまた、ハマースレイに
近い立場でエビデンスに基づく教育を論じてい
る（今井2015）。今井は、エビデンスに基づく
教育の論争を概観し、推進側がエビデンスの証
拠能力と妥当性を強調する一方で、他方の批判
者側はエビデンス至上主義が教育実践者の裁量
を掘り崩し、エビデンスを解釈する筈の専門
家の役割を不当に貶めることを強調している、
という対立構図を描き出している（今井2015：
6）。その上で今井は、教育におけるエビデンス
には二つの種類があることを指摘する。

一つ目が、実験や調査によって導出されて根
拠づけられる「近代科学的エビデンス」であ
る。この近代科学的エビデンスは、生活世界か
ら乖離した空間で形成されたものだとされてお
り、RCTsに代表される、政策のメカニズムを
ブラックボックスに入れ、入力と出力のみを観
察するものである。エビデンスの関心は、この
入力と出力の間の因果関係にある。二つ目が、

「生活世界に根差したエビデンス」であり、こ
ちらは学習の経験を根拠としている。政策論に

ひきつけて言えば、政策実施レベルまで視野に
入れた上でのエビデンスを指しており、この種
のエビデンスは定量化には適していない。

今井はこれらの議論を概観した上で、応答責
任と説明責任という二つの枠組みでエビデンス
概念の整理を行っている。応答責任は、専門家
がそのサービスを受け取る対象─医療で言えば
患者、教育でいえば生徒にあたる─に対して、
なぜそのような処置を行うのかを明示するもの
である。よって、応答責任を果たすためには、
生活世界─実際に政策が実施される現実の社
会─における検証を経る必要がある。これに対
して、説明責任は科学的根拠によって支えられ
る（3）。今井が行政責任論を参照している形跡は
無いが、同じ意味合いで用いていることは明ら
かである。また、今井だけでなく、教育学の分
野では応答責任に着目している議論はいくつか
存在しており、近代科学的エビデンスを活用し
た説明責任追及による統制への批判が多い（石
飛2012）。その趣旨は、エビデンスに基づく教
育が説明責任に重きをおくあまり、応答責任を
侵食するというものである。

教育学におけるこれらのエビデンス批判は、
エビデンスに基づく政策を考える上でも示唆的
である。教育政策は、政策実施において現場の
スタッフ（教育の場合は教師）に大きな裁量権が
委ねられている。このため、実際に政策がうま
くいくかどうかの鍵は現場の「ストリートレベ
ルの公務員」が握っていると言っても過言では
ない。このため、説明責任だけでは捉えられな
い側面が多く、これらを掘り崩すようなエビデ
ンス論の安易な応用は、結果として政策の失敗
を招きかねないのである。

これらの議論を踏まえ、以下では公共政策に
おけるエビデンス論を検討する。
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2．公共政策におけるエビデンス論
2.1　エビデンスの「リベラル化」と政策の構造
問題

2016年に発刊された『社会科学におけるエ
ビデンスに基づく政策形成』という編著におい
ては、システマティック・レビューやRCTsだ
けでなく、ビッグデータの活用をはじめ、ナラ
ティブの分析、質的調査など多様な方法論が紹
介されている（Stoker and Evans, 2016a）。この
ような動向を、先に挙げた教育学者の今井康雄
は、エビデンスの「リベラル化」と呼んでいる

（今井2015）。「リベラル化」はエビデンスの多
様性を認めることによって、エビデンスの信
頼性だけでなく、政策課題の内容や、政策その
ものの構造に着目する議論も展開されるきっか
けを与えることになった。（Stoker and Evans, 
2016b）。

たとえば、先に挙げたRCTsについては、最
終的な財及びサービスの供給先が個々人でな
ければならない（4）。インフラ整備のように、大
規模で社会全体に影響を及ぼすものは、無作為
にランダム化を行うことが非常に難しい。よっ
て、この種の政策では、エビデンスは経済分析
やデータ解析によって得られるとされている

（柳川編2018）。
RCTsが適さない政策のもう一つの典型例が

マクロ経済政策である。金融緩和や緊縮財政な
どのエビデンスを実験で導出することはできな
い。マクロ経済政策は不確定要因が多すぎる
上、ランダム化できる集団が存在しないためで
ある。そのため、計量経済学をはじめとした、
最近の議論に基づいた経済政策が必要とされて
いる。経済学では様々な計量データを用いて、
複雑な数式を活用した理論が展開されており、
成果をあげている反面、エビデンスに基づく政
策という枠組みでマクロ経済政策の立案が可能

であるとする議論に対しては、疑問の声も挙
がっている（Saltelli and Giampietro, 2016）。ま
た、RCTsを積極的に活用すべきだと主張して
いる政策学者のピーター・ジョンでさえも、加
盟国がEUから離脱すべきか否かといった事例
を取り上げた上で、全ての政策においてRCTs
が適応できるわけではないことを指摘している

（John, 2016）。
このように、ランダム化が事実上不可能であ

る場合や、政策対象が個々人ではない政策分野
においては、RCTsではなく、データ解析や研
究成果がエビデンスとして活用される。政策の
構造から生じる制約性が、エビデンスに基づく
政策の議論を一層、複雑なものにしていると考
えられる。

また、政策が対象とする財やサービスの供給
先が個々人である政策であっても、RCTsが完
璧なエビデンスを提供できない要因がある。そ
れが、先に挙げた教育に代表される、政策の裁
量に関わる問題である。

2.2　エビデンスと政策実施
生活保護の受給資格があるにもかかわらず、

該当者に受給をさせないという「水際作戦」
の問題が世間を賑わせたことがあった（藤井
2016）。このケースは、政策実施における裁量
権の明らかな逸脱であり、政策実施における裁
量は、政策が当初予期されていた効果を発揮し
ない原因にもなりうることを示す事例である。

科学哲学者のナンシー・カートライトと
ジェレミー・ハーディが言っているように、
RCTの実施後、その結果が、実施された場以
外でも適用できることを分析する必要がある

（Cartwright and Hardie, 2012：54-55）。例えば、
ある政策がうまくいったのは、たまたまその現
場に優れたスタッフが集まっていただけだとい
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う可能性も十分にある。したがって、RCTsの
結果のみを見て、政策を考慮する上で重要な
様々な要素を無視してしまうと、「あそこでは
うまくいった」筈なのに、「ここではうまくい
かない」ということになりかねない。これは
RCTsの脱文脈性と公共政策の文脈性という対
照性をうまく言い表した言葉であり、「外的妥
当性」の問題として知られている。政策は大き
く文脈依存的、つまり、取り巻く環境によっ
て成否が左右されることが多く、普遍的なエ
ビデンスを提示するのはかなり難しい（Coletti, 
2013）。文脈や環境といったものが政策介入に
与える負荷を全く想定しないままに、政策を評
価することはできないのである（田辺1998）。
よって、エビデンスに基づく政策の推進を考
える際には、政策の裁量がどれほど影響を及
ぼしうるかということを考慮に入れる必要が
ある。

薬や医療行為の場合、介入を行うのは人体で
ある。人体のメカニズムは、確かに個人差はあ
るが、それ程大きなものではない。よって、病
院から処方される薬も、治療による介入も、ほ
とんどの人に効果がある。そのため、エビデン
ス創出のために行われる実験の場は、理想的に
は研究室のような、環境が統御されているのが
望ましい。しかし、政策実施の現場で統制され
た環境を準備するのは不可能である。

また、個別ニーズの把握が必要である場合
には、RCTsや定量評価だけでは不十分であ
り、政策のタイプによっては定性的な評価を
行う必要性があることも指摘されている（北川
2019）。このような種類の政策については、実
施の場面で行われている裁量的な操作が重要な
役割を果たしていることさえ想定される。この
ため、政策が「なぜうまくいくのか」というメ
カニズムに拘泥しないエビデンスだけではその

実施内容まで射程に入れることは難しい。
このような状況に対して、エビデンスに基づ

く政策を推進するために、政策の裁量を可能な
限り減らすべきだという発想もありえる。確か
に、構造的に裁量が重要な役割を果たす政策分
野もあるが、裁量による逸脱を厳しく取り締ま
り、ガイドラインを厳密化すれば、エビデンス
の想定通りに政策は実施されるであろう。

しかし、いわば「エビデンスが示した通りに
する」という方針は、「エビデンス・ベースド」
の本家本流である「エビデンスに基づく医療」
においても企図されていたところではなかった
ことは、上述した通りである。エビデンスは実
のところ、このような実施レベルの裁量（生活
世界）と、普遍性を志向する科学的根拠（近代科
学）の間にある、常に緊張にさらされている存
在だと言える。

以下では、ここまでの議論を踏まえて医療・
教育における責任論及びエビデンス論と、公共
政策におけるそれらを比較した上で、透明性の
議論を踏まえて更なる検討を加える。

3．エビデンスに基づく政策における行
政責任

3.1　医療・教育における責任論と行政責任論の
関係

医療と教育の議論でも用いられている「応答
責任」と「説明責任」あるが、広範な政策分野
における行政責任論との差異も存在している。
というのも、医療と教育は、国家資格を持った
専門家が主として実施するが、政策について
は、そのような専門家が実施に携わらない場合
も多くあるからである。

医療分野と教育分野における「応答責任」の
重要性が強調されるのは、実施者である医者と
教師がプロフェッショナルとして社会に認知さ
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れ、彼らによる職能共同体が形成されているこ
とと関連している。彼らは自らで自主的に研究
活動も行っている上、そこで培われた実践を継
承するメカニズムも完備されているため、エビ
デンスを外挿されることに対しては反論も多く
なる。

これに対して、特に資格を要さない政策実施
者、例えば自治体職員などの専門性は実践に
よって培われる（林2013）。これは、自治体職
員のキャリアが異動を前提としたゼネラリスト
育成を志向していることと関連している。自治
体の人事システムは、ある特定の政策分野のプ
ロフェッショナルを育成するというよりも、出
世までの間に色々な部局を転々とすることに
よって役所全体の仕事を把握することを念頭に
おいている。加えて、行政サービスを受ける側
も、自治体職員が医師や教師と比類するような
専門性を保持しているとは期待していない。し
たがって、一部の政策分野を除けば、多くの公
共政策においては、エビデンスの活用によっ
て、応答責任と説明責任のコンフリクトを医療
や教育ほどには招くことはないと考えられる。

しかし、政策分野によってはエビデンスによ
る説明責任だけでは十分に政策ニーズを把握で
きないということもある。上述したように、北
川は、個別ニーズの把握が必要な福祉行政にお
ける専門家としての応答責任に基づいた規範が
重要であると指摘している（北川2018：155）。
なぜなら、個別ニーズの把握等は、費用対効果
的に非効率的であり、説明責任の文脈だけで
は正当化不可能だからである。このような場
合、政策実施の現場では、官僚としての説明責
任の確保と、専門家としての応答責任の確保
をめぐってジレンマが生じることになる（北川
2018；山谷2017）。官僚としての責任の果たし
方と、専門家としての責任の果たし方が食い違

う時に、このようなジレンマが発生するとされ
ている。

総じて言えば、エビデンスに基づく政策にお
ける行政責任の在り方は、医療や教育とは内実
を異にするとは言え、共通した課題も抱えてい
る。このため政策によっては、医療や教育にお
いて議論されているエビデンス論を参照する余
地が大いにあると考えられる。

3.2　エビデンスに基づく政策における透明性の
議論

いまいちど、説明責任の中身に立ち戻ろう。
上述した医療や教育のエビデンス論では十分に
扱えなかったが、行政責任論においては「透明
性（Transparency）」という観点も重要視され
ている（山本2013）。

透明性もまた多義的な意味合いをもった言葉
であるが、政府の意思決定の内実や手続き等を
可視化することで確保されるものだとされる。
具体的には、公文書や議事録の公開などによっ
て担保される。説明責任を果たす上で、透明性
の確保は非常に重要な要件となりうる。なぜな
ら、ある政策決定を下す上で、どういった議論
が交わされたか、何が根拠として用いられたか
といった情報は検証に不可欠だからである。

このような透明性の問題を、エビデンスに基
づく政策において中心的な議論として扱ってい
る研究はそれ程多くない。例外的に、透明性を
中核に据えた議論を展開しているのが、統計学
者であり、政治経済学の研究者でもあるジョー
ジ・アーギロスである。

アーギロスは、エビデンスに基づく政策を論
じるにあたって、医療よりもNPMをはじめと
した行政改革論の影響に着目し、行政改革の重
要な目的が透明性と説明責任の確保にあると規
定する。そして、これらをエビデンスに基づく
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政策に応用した場合に、どのような含意がある
かを分析している（Argyrous, 2012）。

透明性を確保する意義についてアーギロス
は、政府がいい加減な意思決定ができないよう
にプレッシャーをかけることができる、という
側面を取り上げる（Ibid: 459）。そして、政府が
単に実験の結果やデータを活用すればよい、と
する見方を斥け、生データやメタデータ、分析
枠組みなどを公開することが重要であると指摘
する。このことにより、多面的にエビデンスの
活用状況を検証できる体制にしておくことで透
明性が確保される。

そして、このような透明性が確保されること
によって、説明責任を果たすことも可能にな
る。なぜあるエビデンスを採用したのか、なぜ
このようなデータを用いたのか、データに誤り
はなかったか、分析に誤りは無かったか、枠組
みが適切だったか、といった検証を可能な状態
にしておくことが、エビデンスに基づく政策に
おいて重要であるとされる（Ibid: 463）。

しかし、単に多くのデータを公開したり、決
定の内容をオープンにしておいたりするだけで
は説明責任を果たしたことにはならない（山谷
2012）。アーギロスはエビデンスに基づく政策
における、説明責任を果たす対象を下記の四つ
に分けている。

①政策によって影響を受ける人々
②それらと異なった概念的フレームワーク
③専門性を持った人々
④エビデンスの知的読解者及び潜在的な利用者

①については、政策が果たす説明責任として
最も一般的な対象であると言える。エビデンス
に関して言えば、単にそのような人々からの要
請を待っているだけでは不十分である。むし

ろ、彼らからの要請を受ける前に、意思決定者
達は、エビデンスの詳細を十分に公開しておく
必要がある（Ibid: 464）。多様な人々によるエビ
デンスの検証や議論は、新しい発見をもたらす
可能性もあると指摘されている。

②に関しては、タバコ業界のエビデンスの事
例が挙げられている。タバコのパッケージの規
制について、タバコ業界は何も書かないパッ
ケージの方がいいと主張した。これに対して、
危険性を明示したパッケージにすべきだとする
主張があり、両者ともにエビデンスを提示して
議論がなされた。結果的には後者の政策が採用
された訳であるが、異なるエビデンスが提示さ
れた場合は、それぞれのエビデンスに対する批
判的吟味と議論が必要とされる。

③は、エビデンスを解釈したり導出したりで
きる、外部の専門家やコンサルタントが対象で
ある。政府が提示しているエビデンスが信用の
おけないものであったり、その解釈に問題が
あったりするときには、専門性をもった人々の
役割が重要になる。

④は、いわばエビデンスの媒介者を対象とし
た議論である。エビデンスの読解には高度な専
門知識を要するため、科学技術コミュニケー
ション論などを活用した営為が必要とされる。
これを行うのは、オピニオンリーダーや政治
家、研究者であるが、③よりも対象としている
幅は広い。彼らの役割は、エビデンスを多くの
人に理解可能なかたちに翻訳し、議論を活性化
させることである。

アーギロスは、エビデンスの素となるデータ
の公開や、その活用プロセス等の公開＝透明性
の確保によって、上述の属性を持つ人々に対す
る説明責任を積極的に政府が果たすべきである
と主張する。エビデンスに基づく政策におい
ては、単にエビデンスを公開するだけでなく、

─ 95 ─

エビデンスに基づく政策における責任論の再考─医療・教育学のエビデンス論を参考に─（杉谷和哉）



様々なアクターの協力によって説明責任を果た
すことが可能になる。このように、エビデンス
を多元的なアクターの議論や営為によって、よ
りよいものにしていくという構想は他の研究で
も示されている（Parkhurst, 2017）。

次節では、以上の議論を踏まえて、「応答責
任─説明責任」という対立を超えた、エビデン
スに基づく政策における責任論の在り方の視座
を提示する。

3.3　エビデンスに基づく政策における責任論
以上の議論を踏まえ、エビデンスに基づく政

策と責任論をめぐって三つの含意を述べる。
第一に、上述したアーギロスの見立てに従え

ば、政策を実施する専門性をもったアクターの
側から、エビデンスを吟味することができる。
つまり、政策に採用されるエビデンスの策定過
程や採用過程が透明化されることで、エビデン
スも説明責任を果たすことになる。アーギロス
の議論の重要性はこの点にある。つまり、上意
下達で統制的であったエビデンスに基づく政策
の性質を、より民主的で分権的なものへと変え
ることができる。応答責任と説明責任のジレン
マに関して、従来は説明責任が応答責任を掘り
崩すという構図しか描かれなかったが、透明性
の議論は説明責任を担保するエビデンスそのも
のの責任論を問う契機を提供する。これは、

「エビデンスのガイドライン化」を防ぐことに
も繋がるだろう。エビデンスに基づく政策では
説明責任の論理の強化のみが目立つが、透明性
の議論を挿入することによって、多元的なエビ
デンスのあり方を希求することができるように
なる。

第二に、エビデンスに透明性が求められるの
と同時に、実施者の側も判断に関する透明性が
求められる。実際には、量的研究に基づいた

データによる方が説明責任を果たしやすく、な
おかつ、応答責任よりも説明責任を果たす方が
重視される現状においてはエビデンスの優位性
が今後増していくことは明らかである。しか
し、だからと言って、倫理や規範といった応答
責任の必要性が無くなるということは決してな
い。むしろ、透明性を確保することによって、
応答責任に基づいた判断の根拠や議論の内容を
可視化し、検証可能なものにしておくことが必
要であろう。実施における裁量は政策分野に
よっては決して無くならないのであって、何か
問題が起きた場合に事後的に検証できる体制を
整えておくことが重要なのである。

第三に、エビデンスに基づく政策がもたらす
政治への影響を挙げることができる。今日見
られる行政における不適切な処理や手続きは、
NPMのような成果主義的な行政改革の帰結で
あるとする見方がある。つまり、評価やモニタ
リングを重視するあまり、短期的な政治的利害
を官僚が過剰に意識してしまったという問題で
ある（工藤2018：199）。このことは、現在の政
官の応答責任と説明責任の在り方に歪みをもた
らしている。

この歪みは、次のように整理できる。社会の
価値の相克や党派的な利益を引き受けて応答責
任を果たすべき政治の側が、官僚的な説明責任
しか行わなくなってしまった（野口2018：237-
248）。これに対して、本来であれば中立的な価
値観に基づいた意思決定を行うべき官僚の側
が、政治を意識して短期的な利益を追求するよ
うになってしまったのである（新藤2019）。エ
ビデンスに基づく政策というスローガンが、政
治の行政化を招く一方、他方で行政においては
政治に忖度する短期的な成果の追求を促進して
しまうとするならば、事態は深刻である。

エビデンスに基づく政策を推進することが必
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要であることは多くの人が同意するであろう。
しかし、そこにおいていかなる責任の果たし方
がなされるべきなのかということについてはあ
まり議論されてこなかった。この点について
は、行政学者の工藤裕子の議論が参考になる。
工藤は日本におけるNPMの導入と普及をイタ
リアにおけるそれと比較し、行政の意思決定の
透明性を追求したNPM理論においては、逆に
政治の透明性は追求されてこなかったことを指
摘する（工藤2018： 200）。工藤は日本のポスト
NPM的現状として、市民参加や合意形成を欠
いた状況という像を描き出しているが、この現
状分析はエビデンスに基づく政策の今後を考え
る上でも示唆的である。今後は、行政だけでな
く政治においても透明性を追求することが求め
られる。その上で、政策実施者の応答責任を一
方的に統制するのではなく、相互批判に開かれ
たエビデンスをめぐる議論が行われることが望
ましい。そのためには、政治も行政も、それぞ
れが活用するエビデンスについて透明性を確保
しておく必要があるだろう。

4．本稿のまとめと課題
最後に、本稿の意義と課題について述べてお

きたい。
本稿では、エビデンスに基づく政策における

責任論の在り方を、行政責任論・医療・教育学
の先行研究を踏まえて論じた。その上で、公共
政策においては説明責任を強化するだけでは不
十分な分野があることを指摘した。医療や教育
で論じられている応答責任と説明責任の緊張関
係は、エビデンスに基づく政策を推進する上で
も重要な示唆を与えている。

次に、これらの議論に加えて、透明性の確保
という論点があることを示した。エビデンスに
基づく政策において透明性の議論を展開してい

るアーギロスの研究を取り上げ、エビデンスに
関する情報開示の重要性、実施者の側からもエ
ビデンスに対する疑義を提示する回路が必要で
あることを示唆した。

最後に、エビデンスに基づく政策に対しても
強い影響を及ぼしているNPMをめぐる最近の
議論を紹介し、政治に対する透明性の追求が求
められていることを示した。エビデンスに基づ
く政策の理論からは、行政への透明性の要求は
導出できるものの、政治に関する論点は手薄な
のが実情である。この点については、行政学の
最近の議論を参照しながら今後も考察する必要
があると言える。

以上が本稿の意義であるが、残された課題も
いくつかある。第一に、本稿では応答責任と説
明責任の区分について、エビデンスと関連する
ものを説明責任、それ以外のものを応答責任
としたが、この区分はやはり単純すぎる。一
口に説明責任といってもその果たし方は多様
であり、実際のケースにおいてもそれほど明
確に区分して運用されている訳ではない（平田
2008）。例えば、現場の教師やケースワーカー
が自らの仕事について倫理的な観点から責任を
全うする際、一切のエビデンスを考慮していな
いかと言えば、そのような事例は考えにくいだ
ろう。むしろ、実際には科学的根拠と倫理的な
要素を組み合わせた対応をしている場合がほと
んどではないだろうか。本稿では、議論の複
雑化を避けるためにあえて区分を単純化した
が、今後は詳細な分析やケースを活用して論じ
たい。第二に、本稿の最後に論じた政治との関
係である。今回は透明性に関する簡単な考察に
とどまったが、今日の日本の政官関係の在り方
を鑑みると、この点は今後も重要な論点となる
と考えられる。引き続き、検討を加えていきた
い。
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注
（1）　この二つの区分は単純すぎるきらいもあり、

より多様な視点を導入した観点もある。ただ、
こういった多様な枠組みが研究で活用される事
例は少なく、今日に至るまで「応答責任／説明
責任」という区分に基づいた研究が圧倒的多数
であり、本稿もこの区分に従っている。とは言
え、最後に述べるように、この区分が現実のあ
り方を完全に反映していないことにも注意が必
要である。

（2）　エビデンスに基づく医療に対して、斉藤のよ
うに「正しいエビデンスに基づく医療」と「間
違ったエビデンスに基づく医療」という二つを
規定して議論をしている立場を批判し、そもそ
もエビデンスに基づく医療という企てに限界が
あったとする研究に岸本（2018）を挙げることが
できる。岸本の立場は、臨床実践において、エ
ビデンスだけで判断を下すことには根源的に限
界があるとするものである。

（3）　なお、今井は応答責任の重要性を認めつつも、
それが教育という営為においては完璧なものた
りえないことを指摘している。今井によれば、
エビデンスに基づく教育を推進している側も、
エビデンスを批判している側も、それぞれ論争
において課題を抱えている。推進側はエビデン
スが生活世界に根差しておらず、文脈を経由し
ていないことを無視している一方、他方の批判
側も、エビデンスの正味の証拠能力をめぐって
核心的なところを突けていない。批判側の主張
は結局のところ、教師の裁量と自由をより認め
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告セッションでの拙報告と、2017年度の国際
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るという方向に帰結するが、教育の目的はそも
そも教師の自由を獲得することではないからで
ある。
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