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新型コロナ感染症 (COVID-19)が公共政策学に突き付けているもの

—ーリーダーシップと専門性を中心に一―-

足立幸男・杉谷和哉

北要約

本論考の主要な目的は，新型コロナ感染症 (COVID-19)の世界的蔓延がトランス・ディシプリ

ンとしての公共政策学に如何なる課題を突き付けているか，パンデミックの「解決」少なくとも

その沈静化に如何なる貢献をなし得るかを考察することである。その究極的主張は，新型コロナ

感染症のような深刻な不確実性と複雑性，価値観の容易に調停し難い相克という厳しい制約条件

—すなわち，「悪構造性」 (wickedness) の下での喫緊かつ臨機応変の対処を要求する政策

課題に対処するためには，専門性の活用が不可欠であると同時に，その「適切Jな活用の意思と

能力を有する政治的リーダーの存在（と，その卓越した資質と能力に相応しい活躍の場を提供す

ること）が強く要請されるということである。

国内外を問わず， EBPMに代表される専門性の活用を推進しようとする大方の研究者は， これ

まで概して，その都度の個別的政策に固有の（技術的）専門知の研究開発と，かくして定式化さ

れた専門知を成功裏に政策過程に反映させるような制度枠組みの探求とその不断の改良に取り組

んできた。ただ， これらは公共政策一般わけても危機への迅速かつ的確な政策対応の質を向上さ

せるための必要条件ではあっても，必要十分条件ではない。リーダーシップの研究が不可欠であ

る所以であるが，コロナ危機に呻吟する日本と世界にあってその登場と活躍が今最も強く要請さ

れているのは，専門家の進言に真摯に耳を傾けつつも，彼らに責任を押し付けるのではなく，自

らの判断でしばしば「悲劇的選択」 (tragicchoice)を伴う重大な決断をなし，国民にどうしてほ

しいかを言葉を尽くして説明し納得を得ることによって国民の行動変容を促進し，事態の推移に

応じた臨機応変の方針転換を厭わず，説明責任（アカウンタビリティー）を果たすことから決し

て逃げようとしない，そのようなリーダーである。

3.11とその直後の炉心溶融事故という悪夢としか言いようのない現実を目の当たりにして，多く

の政策知識人は日本の政治行政及び政策決定・政策勧告システムに致命的欠陥があることを思い

知らされた（筈である）。にもかかわらず， 10年近くの歳月を隔てた今，我々の眼前に広がるのは，

あの時と見紛うばかりの「政治的リーダーシップの迷走」と「政治と適切な距離を保つことので

きない専門家」の姿である。危機を好機と捉え，今度こそ抜本的システム改造を実現せねばなら

ない。

キーワード：新型コロナ感染症，危機管理， EBPM(Evidence-based Policy Making) 

政治的リーダーシップ，科学（専門性）の役割



はじめに

新型コロナ感染症が世界的な猛威を振るってい

る。 2020年に開催予定であった東京五輪も延期

となるなど，その影響は国内外を問わず，非常に

大きなものとなっている。

本稿のH的は，今や日本と世界が直面する最も

深刻で複雑な問題と言っても決して過言でないコ

ロナ危機への対応の致命的失敗を回避するうえ

で， トランス・ディシプリンとしての公共政策学

が如何なる役割を果たし得るか，コロナ危機の如

何なる側面をどのような切り口から分析・解明す

ることが公共政策の研究者と実務家に期待され要

求されているかを考究し，もって学会員の問での

危機管理にかかる知識共有の深化にいささかなり

とも寄与することである。本稿の構成は以下の通

りである。

第一章では℃OVID-19and the policy sci-

ences: initial reactions and perspectives" (「采斤

型コロナ感染症と政策科学—初期の対応と視

点」）と題された論文を共著者なりの仕方で読み

解き， とくに重要と思われた部分を抽出・紹介す

る。この論文は，新型コロナ感染症が世界中で広

まりつつあった， 2020年の 3月という比較的早

い段階にインターネット上に公開された論文であ

り，新型コロナ感染症蔓延の政治的・経済的・社

会的含意についての先行研究のレビューを通し

て，コロナ「危機」とでもいうべき人類の生存そ

のものを脅かす深刻かつ喫緊の対処を要求する地

球的課題が政策科者・政策研究者ひいては政策決

定者に対して如何なる挑戦ないし論点を突き付け

ているかを考察・同定しようとしたものである。

次いで，上記論文の公表以降になされた，各国の

コロナ対策の概況を論じた諸研究のいくつかを手

短にレビューする。この作業を通じて，コロナ危

機においては，コンテクストとリーダーシップの

あり様が決定的に重要であるとの含意を抽出す

る。

第二章では， このコロナ危機に対する政策科学

的ないし政策的対応のありようを探求するうえ
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で． これまで主として国際政治学や経営学の中で

蓄積されてきた危機管理 (crisismanagement) 

の知見がどの程度役に立つか，如何なる示唆（含

意）を有するかを，考察する。またその延長線上

で，危機管理一般における政治と専門性の関係，

政策決定過程における専門家「活用」 (staging)

の適切なあり方がどのようなものであるかをも．

検討する。

以上の考察を踏まえ，第三章では． covid-19の

蔓延と，それが惹き起こす政治的・経済的・社会

的諸問題に対する日本政府の政策対応のパフォー

マンスに（未だその十全な分析・評価を可能にす

るだけの質と量のエビデンスが出揃っているとは

言い難いことを十二分に承知しつつも）あえて分

析・評価を加え， 日本における危機管理の課題を

明らかにするとともに，今後のありようを展望す

る。

1. 新型コロナ感染症の政策科学・

政策研究への挑戦

「はじめに」で言及した論文℃OVID-19and 

the policy sciences: initial reactions and per-

spectives"によれば， COVID-19が政策科学・政

策研究者に突きつけている主要な研究課題は，大

雑把に分類すれば，以下の10のものに大別されよ

う (Weible,et al, 2020: 237-8)。

① パンデミックに対する政府の反応としての政

策決定及び非決定（無作為）についての研究

② 感染拡大防止のための人々の行動変容及び危

機と人々の反応の関係についての研究

③ パンデミックが可視化した政治的・経済的な

格差とそれへの対策の研究

④ パンデミックは政治的な優先順位や政策争点

をどのようなものへと変えたか，またその変化

が永続的なものであるか否か，についての検討

⑤ 科学的，技術的な専門性への依存度を高める

ことが政治的アカウンタビリティのありように

如何なるインパクトを及ぼすか，についての考

察

⑥ 政策決定における感情の役割とその影響につ
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いての検討

⑦ ナラティブやメッセージングが人々の行動を

どのように変容させるか，そのメカニズムの分

析・解明

⑧ 危機（すなわち，ストレスフルな緊急事態）

における学習のあり方についての検討

⑨ 公共政策の「共創J(co-creation)と「共生産J
(co-production) をどうすれば強化・促進す

ることが出来るかについての研究

⑩ 政策の成否を左右する多様な基本的価値観や

方向性の間の相克をどのようにして克服する

か，すなわちトレード・オフについての研究

これら10の政策科学・政策研究上の論点ないし

課題は， ラスウェルの政策研究が定式化した，い

わゆる「ofの知識」に該当する。もとより，新

型コロナ感染症に関する医学，疫学的な知見を政

策研究者は提供することができない。とはいえ，

COVID-19の蔓延に対する政府対応（政策決定及

び実施）や，そのプロセスにおける専門性の活用

(staging)のあり方，政治と専門性のダイナミッ

クな関係（綱引き）の動態を分析することなどは，

決して不可能ではない。こうした点にこそ，政策

研究者が貢献すべき最も里要な社会的使命があ

る。

このような共有された問題意識の下，政策研究

の国際コミュニティでは，新型コロナ感染症に関

する論文が相次いで刊行されている。一例とし

て，公共政策の最も権威ある国際ジャーナルの一

つであるPolicyand Societyの最新号 (39巻 3号）

では， Statesand COVID-19 Policy-Makingと

銘打った特集が組まれ，そこには主要先進諸国の

コロナ対策について考察・検討を加えた論文が10

本掲載されている。

たとえば，中国のコロナ対応を踏まえ，政策ス

タイル (PolicyStyle) と政策対応の間に有意な

連関があることを見出した論文では，権威主義体

制の方がパンデミックにより迅速かつ適切な対応

をすることができるといった（必ずしも「全くの

的外れな暴論」と切って捨てることが出来ない）

主張が斥けられ，各国毎に各々に異なるコンテク

ストに沿った対応（ポリシー・ミックス）の重要

性が力説されている (Mei,2020: 321-322)。また，

韓国のコロナ対応については，透明性を重視した
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政策が打ち出され，各機関の学習効果が有効に作

用したことが確認されている (Lee,et al, 2020: 

375-376)。新型コロナ感染症によって大量の死者

が出ている米国に関しては赤字支出への州政府

の権限が厳しく限定されていることが効果的な対

策を妨げる一つの要因となっていること，が示唆

されている (Rocco,et al, 2020: 472-473)。

更に興味深いのはその国の指導者の置かれて

いる政治的状況に関する議論である。特異な事例

の一つが，イスラエルのベンヤミン・ネタニヤフ

首相である。ネタニヤフ首相は2020年 5月に現

職のイスラエル首相として初めて，刑事訴追され

た。疑惑の内容は収賄，詐欺，背任である。そも

そもイスラエルは， これまで何度選挙を繰り返し

ても組閣に至ることができず，政治的な空白が続

いていた。イスラエルの統治を担い，国家が直面

する重大な諸問題の処理に当たってきたネタニャ

フ内閣は実のところ単なる「選挙管理内閣」

(Caretaker Government) に過ぎなかった。か

くして，イスラエルは厳密な意味での民主的正統

性を欠き，それどころか刑事事件の被告でもある

リーダーの下でのコロナ対策を強いられることと

なった (Maor,et al, 2020: 444-445)。ただ， こ

の機に乗じて政権は米国との連携を強化し，過剰

としか考えられないような政策対応を断行した

(ibid: 455-456)。このことにより，ネタニャフは，

一時的であるにせよ，自身の政治生命の延命に成

功したとされている。

これら一連の研究が示しているのは，制度的・

政策的なコンテクストは言うに及ばす，政治家の

リーダーシップもまた，新型コロナ感染症対策の

あり方さらには成否に多大な影響を及ぽす可能性

があるということ， これである。こうした見解を

踏まえ，次章以降では， リーダーシップのあり方

に着目しつつ， （各国における）新型コロナ対策

の推移と成否を比較検討するととしたい。



2. リーダーシップをめぐる問い

2.1 リーダーシップと専門性

国際政治学者の鈴木—一人は，諸外国のコロナ対

策との比較に基づき，政治と科学の関係（バラン

ス）が改めて間い直されることがないままに，そ

のときどきの状況ないし局面に引きずられてその

実施・運用手順どころか基本的な枠組みまでもが

ころころと変わること， この点に， 日本の新型コ

ロナ対策の際立った特徴を見出す（鈴木2020:

30)。

と同時に鈴木は，米国や英国のような，科学的

助言システムが比較的整っている国でさえ，新型

コロナ対策が必ずしも成功していないという事実

にも着目する（同上： 25-26)。周知のように，

EBPM (Evidence-based Policy Making)研究

を主導してきた米英においては，科学と政治は比

較的良好な関係にあるとされてきた。にもかかわ

らず，新型コロナの感染拡大に歯止めをかけるこ

とが出来ていない。それどころか，深刻化の一途

を辿っている。

だとすれば，新型コロナ感染症対策に関して，

その成否を分けた鍵は一体何だったのか。鈴木は

その鍵を，政治家のリーダーシップ すなわ

ち，一国のリーダーとしての資質と能カ・スキル

に求める。米国大統領トランプにも，英国首

相ジョンソンにも，科学的なエビデンスを軽視す

る態度が顕著に見られる。このことを根拠に鈴木

は，どれほど制度や仕組みが整っていようとも，

指導者に科学的なエビデンスを理解し，科学者・

専門家の進言に真摯に耳を傾けようとする姿勢，

それだけの謙虚さと度量が無ければ，難局を乗り

切ることは難しいのではないか， という（同上：

26)。

これらの国と好対照をなすのは周知のよう

に，察英文総統の下， ITリテラシーが人並外れ

て高い大臣が新型コロナ対策を担当し指導力を発

揮してきた台湾である。一般に，ほとんどすべて

の政策分野とりわけ感染症対策のような迅速かつ
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的確な政策対応が要求される分野では政治家が

科学を無視しても，科学に全てを丸投げしてもう

まくいかないのだが，かつて新型肺炎SARSのパ

ンデミックに痛めつけられた台湾には，その苦い

経験から政治と科学の絶妙な関係とバランスがす

でにして確立されていたのである (Wang,et al, 

2020)。

新型コロナ対策について以上確認したこと

すなわち，科学リテラシーの高い政治指導者の存

在と，科学と政治の適切な役割分担・協働関係の

確立こそが，政策の致命的失敗を避けるための不

可欠の条件の一つであること は，危機管理

(crisis management)一般についても言えよう。

アリエン・ボイン (ArjenBoin) らも指摘して

いるように，今日では，プランニングや統御を強

調するトップダウン型のマネジメントによっては

—ーより厳密に言えば，それのみによっては一

ー，危機に対して必ずしも適切な対処をなし得な

い。ステークホルダー間の利害調整と合意の達成

に自らの社会的使命を見出す有能なファシリテー

ターの存在が危機打開の成否を左右する， と広く

認められるようになっているのである (Boin,et 

al, 2017: 74)。

類似の主張は，その下でそもそも政策が構想さ

れ決定・実施されるところのその都度に異なる制

約条件すなわちコンテクストの豊饒性が政策過程

の「複雑性」を増大させているとする立場からも

表明されている。そこにおいては，単一の指導者

や指導組織助言機関による強力な上意下達では

なく，集団間の調整を手掛け，政策決定システム

全体を見渡した意思決定が求められている

(Price, et al, 2015: 96-97)。新型コロナ感染症の

ように，不確実性が高く，如何なる対策を講じよ

うとも副作用の発生を完全に防止することなど出

来そうにないといった状況においては，上意下達

は問題の深刻さを増幅させる結果にしかならな

し>o

これを踏まえて，専門性の活用を強調する昨今

の政策理論に目を転じると，そこには致命的な欠

落があることに，我々は気付かされる。改めて強

調するまでもなく，ー大成長「産業」としての確

固たる地位を獲得したといっても過言でない

EBPMは，専門性を活用して政策の質を向上さ

せることを目指している（杉谷2019:86-87)。そ
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の定義は実のところ極めて曖昧なものだが，煎じ

詰めれば， EBPMとは，政策決定者・実施者に

よる専門知のより積極的な活用の必要性を強調

し，そのことを通して政策の質の飛躍的向上に寄

与しようとする，多様な理論枠組みと政策実務の

ガイドラインに与えられた総称だと解せる。我が

国においては，一部の中央省庁や一握りの「先進」

自治体での導入・活用に現在は留まっているとは

言え，徐々にその試み広がっている。しかし，そ

もそも公共政策はエビデンスに基づいて構想・決

定・実施・評価されねばならないはずである。そ

してそうであるとすればなぜ今更になってわざ

わざEBPMを声高に唱える必要があるのか。

もちろん，全ての公共政策立案がエビデンスに

基づいていないわけではない。しかし，政府の

EBPM関連の文書にしばしば登場する，「エピ

ソード・ベースからエビデンス・ベースヘ」とい

う文言は， これまでの政策立案に大きな問題が

あったことを示唆している（金本2020: 2)。こ

のスローガンは， これまでの政策が， 「エビデン

ス」ならぬ「エピソード」によってつくられてき

たことを戒め， EBPMの必要性を高らかに謳い

あげるものであり，実際政策実務者自身も，

EBPMが実践されていないという認識それ自体

は共有してしているようである（森川2017)。ま

た，およそ非現実的な見積もり（言葉の真の意味

での「分析」や「エビデンス」とは程遠い「思い

込み」や「希望的観測」）に基づいて政策を「デ

ザイン」し「正当化」してきた事例も，枚挙に暇

がない（足立2016: 3 -6)。率直に言って，政策

「デザイン」におけるエビデンスの軽視は，医療

を席巻している EBM(Evidence-based Medi-

cine) とは雲泥の差がある。如何なる要因が

EBPMの活用・導入を阻んでいるのか？

よく知られている要因の一つが，アカデミア

（研究共同体）と行政実務の二つの「世界」を隔

てる大きな溝（ギャップ）である。経済学者の鈴

木亘は，研究者らが唱道する EBPMの論理は概

して「供給側」 (supply-side) の論理であり， 「需

要側」 (demand-side)が直面する現実（制約条件）

を十分に考慮したものでないと批判し，行政の内

実を理解しようとする努力の（研究者にとって

の）死活的重要性を力説する（鈴木2018: 1 -

2) 1 0 
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この議論には一定の説得力がある。実際研究

者が政策過程の実態ないしダイナミズムを的確に

理解することの重要性を過小評価することは断じ

て許されない。とはいえ， このことは， EBPM

の定着と大々的な活用の必要条件ではあっても，

必要十分条件ではないのではないか。新型コロナ

感染症の危機を前にして，我々は， こうした疑問

を抱かざるを得ない。なぜといって，上記の，研

究者が需要サイドを取り巻く状況をも考慮に人れ

るようになりさえすればEBPMはたちどころに

普及・定着しようとの「期待」は，現実の政治社

会においては，政治主導ー一換言すれば，政治的

リーダーシップの行使一ーによってしかEBPM

が実現され得ない，そうしたケースも少なくない

という，厳然たる事実を軽視ないしは無視してい

るからである。日本はとくに， このような上から

の「強制」による EBPM推進の典型的事例の一

つであるように思われる（小西2020: 75)。

したがって， EBPM論が今後目を向けるべき

は，《研究者による政策過程の実態ないしダイナ

ミズムについての的確な理解》にとどまらない，

政治的リーダーシップに関する洞察なのである。

付言すればすでにして半年以上の長きに亘って

人類に耐えがたい苦痛を与え続けている新型コロ

ナ感染症のような， 「強力かつ賢明な政治的リー

ダーシップの下での利用可能な多岐にわたる分野

の最善•最良の専門知の活用・総動員なしには事

態の鎮静化（深刻さの緩和）などとうてい望めそ

うにない問題の「解決」に政治的リーダーシッ

プを等閑視する EBPMは何も寄与することは出

来ない，そう結論せざるを得ない。

加えて，米英の事例を見ても明らかなように，

EBPMの核心的部分を構成する政策助言システ

ムの整備もまた，適切な政治的リーダーシップの

存在を大前提とする。強力かつ賢明な政治的リー

ダーシップの下でのみ，政策助言システムは機能

し，システムに期待されている役割を成功裏に果

たすことが出来る (Adachi,2017a; 2017b)。気

候危機やコロナ危機に代表される，いわゆる危機

の状況においてはなおさらそうであろう。

では，真にその名に値する EBPMの推進に資

する政治的リーダーシップとは如何なるものであ

るか。先に述べたことから既にして半ば明らかで

あると思われるのだが，端的に言って，それは，



危機における政治的リーダーシップのあり方や，

複雑性を伴った状況におけるリーダーシップ論に

おいて示されている。すなわち，上意下達による

強力な統制一辺倒ではなく，ファシリテーション

や，各種アクターの知見をも踏まえて意思決定を

行う，いわば調整型のリーダーシップである。も

とより，危機的状況下においては，ファシリテー

ションや合意形成を何にも増して重視する利害調

整型リーダーシップのみによっては打開できそう

にない，そうした事態もしばしば発生しよう。そ

のような場合には，好むと好まざるとに拘わら

ず，我々はトップダウン型のマネジメントを受け

入れざるを得ないのであるが，それは，あくまで，

緊急避難的措償として容認されねばならないとい

うことであって，事態が幾分なりとも改善されれ

ば，可及的速やかに穏健な利害調整型リーダー

シップに道を譲らなければならない。

今回のコロナ危機のような言葉の真の意味で危

機と言えるような状況でこそ本来であれば

EBPMが大々的に活用されてしかるべきである

のにそうなっていないのは，これまでの「平時」

においてさえ日本をはじめ多くの国でEBPMの

導入・適用が上から強制的に（トップダウン的な

手法で）なされてきた，その結果と言って差し支

えないだろう。

であるとするならば，我々が次に論ずべきなの

は，そのようなリーダーシップの下で，如何なる

指針に基づいて政策研究を行うべきか，である。

2.2 公共政策と「冗長性」

トップダウン型のリーダーシップの行使によっ

てアカウンタビリティ（説明責任）を強化し，組

織改革を推進することで効率性 (efficiency) を

向上させることができるとする発想は， ここ数十

年の政治改革や行政改革に通底したものである。

しかし， トップダウン型のリーダーシップが危機

に直面したときや複雑な課題に対処する上で必ず

しも有効なものではないとれば我々は，効率性

とは別の価値（目標）をも追及せざるを得ない

(Adachi, 2002)。

この点で，社会学者の西田亮介が「新しい冗長

性」の必要性を指摘していることは，注目に値す

る（西田2020: 200-204)。西田が問題視するのは．

病床数や保健所が平時において追求されてきたコ
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ストカット・無駄の削減の名目の下で次々と削減

されてきたことによって，新型コロナに対応する

能力が限定的なものになっていることである。同

様のことは，医療現場だけでなく，教育現場にも

起きている。オンライン講義への移行に際して，

大学教員の多くは膨大なリソースを費やして対応

にあたったが，それらをサポートする教務体制な

どは整っていないところが少なくなかったのでは

ないか。日々の業務や暮らしから「ムダ」を削滅

し，ひたすら効率性を追求した結果，いざという

時に現場に大きな負担 より正確に言えば「犠

牲」一ーを強いている。日々，激しいバッシング

に晒されている，但界的に見ても決して数が多い

とは言えない我が国の公務員も同様である。とは

言え， これまでさんざん「ムダ」であると指弾さ

れてきた制度や慣行（と実質的にほとんど変わる

ところがないもの）を「復活」あるいは「復権」

させることは現実的ではないし，好ましいことで

もない。いま導入されるべきは「新しい冗長性」

でなければならない， と西田は喝破する。

効率性（無駄ないし冗長性の削減）は言うまで

もなく公共政策にとっての最重要価値の一つであ

り，その可能性は最大限に追求されねばならな

い。ただ，それには弊害がしばしば伴う。効率性

の一義的追求が結果としてコロナ危機のような危

機への迅速かつ有効な対応を著しく困難にする一

一少なくとも，その可能性を格段に高める と

いう「現実」を，我々は謙虚に認めるべきではな

しlか。

日本でも，病院経営の合理化（勤務医及び看護

師等医療従事者の劣悪な労働環境）等の一連の効

率化の推進がパンデミックに対応する余裕を奪っ

てきたとしばしば指摘され批判されてきたところ

であるが， こうした状況を放置したままでは，

EBPMの「健全」な普及・活用など到底望めない。

「百害あって一利なし」というおぞましい結果に

なりかねない。

この点に関連して，オーストラリアの政策学者

ブライアン・ヘッドがNPM(New Public Man-

agement) に代表されるような効率性の向上に

第一義的価値を認めるトップダウン型「改革」の

副作用 すなわち，「悪構造の問題J(wicked 
problem)への適切な対応をより一層困難にしか

ねないこと を指摘している点もまた，非常に
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示唆的である (Head,2019: 188)。ヘッドは，効

率性を確保するために，様々な政府の機能を外部

にアウトソーシングすることが，結果として政府

の政策能カ一般とりわけ危機対応能力の低下を招

く強い恐れがある， と主張するのである。

もとより，我々がしばしば直面する政策課題

は，万人が納得するような l正解」のないもので

ある。そういった課題に直面したリーダーが決断

を下す場合には社会構成員のそのときどきの価

値観や選好に十分な配慮をした上で，適切かつ避

け難い決断であればそれを断行する，その覚悟が

求められる（足立2017:18-19)。しかし， この事

実は，我々が直面する危機を一挙に打開すると

「豪語」する英雄的リーダーをひたすら待ち望み

さえすればよいということを断じて意味しない。

このような歪んだ期待の下で生まれてくるリー

ダーに，民主主義の近視眼を克服するなど，望む

べくもないからである（足立2016: 67-69)。

ヘッドが易lj挟したように，深慮を欠いたリー

ダーシップによるトップダウン型マネジメントが

政策アクターの政策能力 (PolicyCapacity) を

損ねてきたという現実を目の当たりにするとき

我々が求めるべきは，この種の「まがい物」のリー

ダーではない。まして，さしたる根拠がある訳で

ないそのときどきの（一過性の）茫洩たる「民意」

におもねり自分の「人気」を上げることしか考え

ない《志なき》リーダーでもない。

リーダーの決断の裏に繊細な深慮と熟慮が無け

れば，それは単なる独善であり，破滅的な結末を

招来することになる。この事実を，我々は，重く

受け止めねばならない。その種の「悪しき」リー

ダーの登場と君臨を我々はどうすれば阻止するこ

とが出来るか。「危うい」（権威主義的） トップダ

ウン一本やりと，決断もしないし責任を取ろうと

もしない無責任極まりない大衆迎合的「リー

ダー」の傍若無人と跛屋を招きかねない「歪んだ」

ボトムアップ，その両方を，我々は何としてでも

避けねばならない。コロナ危機，気候危機，財政

危機をはじめいくつものほとんど「解決」不能と

思われるような危機に直面している時代状況に

あって， リーダーとしての責任感と高い志を堅持

し， しかも自らの志とヴィジョンを国民に言葉を

尽くして伝達・説明し，国民から深い真正の信頼

を勝ち取ることが出来るだけの誠実さとコミュニ
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ケーション能力を有する，そうしたリーダーの登

場を促進し可能ならしめるような政治文化を育み

強靭化すること，その成否にこそ，我が国と世界

の将来がかかっている。この点で，政策研究に従

事する者の社会的責任は重大であると言わねばな

らない。西田の［新しい冗長性」の提唱も， この

点で高い評価を与えられてしかるべきであろう。

次章では，以上の考察に基づき，コンテクスト

とリーダーシップのありように着目しつつ，我が

国の新型コロナ感染症対策について，その基本的

な「たてつけ」を同定し概観するとともに，その

問題点を考察する。

3. 日本の新型コロナ対策とその課題

H本における新型コロナ感染症対策は，複雑な

様相を呈している。政府は初動の段階で，総理大

臣の記者会見を迅速に行うことができず，経済対

策についても訴求力のあるものを提示できなかっ

た。もちろん，なかなか重い腰を上げようとしな

い首相及び官邸への批判の声に押され首相が最初

の記者会見に臨み，関係者への一切の事前説明な

しに突如小・中・高等学校への休校要請を行った

2020年2月29日までの間，コロナ・パンデミック

に対して政府が全く無為無策であった訳ではない

（西田2020: 56-60)。それどころか， 日本政府は

WHOの指針からそれほど逸脱しているわけでな

い対応をしてきた。にもかかわらず，そうしたこ

とについての丁寧な説明を行い，確固たる方針を

提示し，その方針への国民の理解を求めるとい

う，民主主義国のリーダーに何にも増して要求さ

れる姿勢が日本政府には決定的に欠如していた

し，今なおそうである。

この背景には，危機的状況であるにもかかわら

ず， リーダーシップをとろうとせず（あるいは，

とりたがらず），それどころか自らの言動に対す

る説明責任をさえ真摯に果たそうとしない安倍首

相の「体質」が関係している。批判を恐れるがあ

まり，危機的な状況を前にしてもなお，だんまり

を決め込み，イニシアテイヴを発揮しようとしな

いのである。そのような首相の態度に市民が不信



感を抱いたとしても，何の不思議もない（同上：

120-121)。

こういった事態を背景に， 日本のコロナ対策の

際立った特徴としてしばしば言及されるのは，

「前のめりの専門家」と「たじろぐ政治」という

組み合わせである（牧原2020)。新型コロナ感染

症を巡っては複数の会議体が立ち上げられた

（西田2020: 36-40）。中でも， 「新型コロナウイル

ス感染症に関する専門家有志の会」（以下， 「有志

の会」と記す）は，市民へ分かりやすいメッセー

ジを届けることに主眼をおいて設立されたもの

で， SNS等を通じて積極的な情報発信を行って

きた。

図 1は，「有志の会」の位濫づけを表したもの

である 2。一瞥すれば分かるように， これは，新

型コロナ感染症に対して重要な役割を果たしてき

た三つの組織 「基本的対処方針等諮問委員会」，

「新型 コロナウイルス感染症対策専門家会議」，

「厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進

本部」に設置された「クラスター対策班」に所属

する研究者らを中心に結成された民間組織であ

る。

パンデミックという未曽有の事態に直面した日

本社会は，大きな不安と経済的なダメージを抱え

ることになったが，そこで頼りにされたのは専門
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家の助言や，彼らが提示するエビデンスであっ

た。「有志の会」はそういった市民のニーズに

応答したものであると言える。

ただし， これらの専門家会議の位置づけや，助

言の手続きなどは今日に至るまで十分に整理され

ているとは言い難い（牧原2020: 99-101)。まし

てや，「有志の会」は法的根拠を一切持たない民

間団体である。このため，彼らの発言や提言がど

の程度の正統性を有するものであるのか，政府の

政策と軌を一にしたものであるのか，必ずしも判

然としない。これは， リーダーシップを取りたが

らず，非難回避に汲々とする安倍政権が，責任を

専門家へ押し付けようとしてきた，その結果であ

る。

もとより， こういった現象は，なにも日本に

限ったことではない。世界各国のコロナ対策で

も，一部の専門家に政治が依存し，更に，集団的

な営為であるはずの科学における「属人化」とも

言うべき現象が観察されている CDoorenand 

Noordegraaf, 2020: 612)。多くの市民は，何か

しらのメッセージを受け取る際科学という漠然

とした共同体によるアウトプットよりはむしろ，

一人の顔のある専門家の意見の方が分かりやす

い。その人の声を信じてしまう。

その結果として，新型コロナ対策の所管・規制

図1.「専門家有志の会」の位置づけ（コロナ専門家有志の会HPより抜粋）

制作：新型コロナウイ｝以慇染症に関する専門家有忘の会 (2020/5/20)

新型コロナ対策に関する主な組織の関係図（旧体制）
※対策にあたっているすべての組織を網羅している図ではありません。各下線部は一次資料にリンクしています。

［ 政府等公的組織 ］ 

•一

頓ヽij学会等
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官庁のトップとともに記者会見等の場に同席し所

見を述べる（その意味で，政府・規制官庁の新型

コロナ対策の代弁者・ファサードであるといって

も決して過言でない）一人もしくは一握りの「公

的J（権威的）専門家への過度の依存，それ以外の

「民間」の専門家の声に耳を傾けようとしないと

いう現象が， とりわけ与党の政治家や官僚，政府

に好意的なメディア関係者などの間に，広く見ら

れるようになるのである。

第二次安倍政権は，長期政権でありながら―

いや，「そうであるからこそJというべきかもし

れないが 汚職や腐敗，公文書改窟といった

様々な疑惑を指摘されてきた。「疑惑まみれの政

権」と言っても，決して過言でない。程度の差こ

そあれ，疑惑の最中にいたイスラエルのネタニャ

フ首相がこれを汚名返上の好機と捉えたのと対照

的に，安倍首相はと言えば，果たすべきリーダー

シップを十分に果たすどころか，雲隠れし，専門

家に社会へのメッセージングを丸投げしている。

その結果として，専門性の「属人化」に一層の拍

車をかけた。これまでの安倍政権の一連の言動と

無作為がコロナ対策について市民の同意と信頼を

調達することを困難にしている（吉田2020:48-

49)。

このように考えると， 日本においては，危機的

状況にあって，「属人化」しやすい科学の特性が

政治的なリーダーシップの不安定さによってより

顕著なものになっている， と言わざるを得ない。

このことにより，本来は政治へ向かうべき批判

が，専門家に向けられるようになるといったケー

スも散見される。このような政治と専門性の関係

は，決して望ましいものではない。

もっとも，安倍首相は当初から一貰してリー

ダーシップをとろうとしない指導者という訳では

なかった。政権発足から四年ほどの間は，積極的

に単独インタビューに応じるなどし， SNSを活

用した情報発信にも熱心だったという（牧原

2016 : 214-233)。コロナ対応で出された一斉休校

の提示も，当初は首相自身が記者会見で発表し，

表面的とは言え， リーダーシップを示そうとし

た。しかし，その判断は唐突かつ説得力に欠ける

ものであったため，批判の声が裔まり，それを受

けて後の露出を控えるようになってしまった， と

の見方もある。同時期に汚職や大臣経験者のス
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キャンダルが相次いだことも，「雲隠れ」の一因

といえよう（西田2020: 186-189)。

このような政治状況の帰結について，先に挙げ

た社会学者の西田は， 「耳を傾けすぎる政府」と

いう興味深い視点を提示している（同上： 189-

191)。西田はその典型例として， 10万円特別定額

給付金を取り上げる。西田によれば， この事業は

日本のコロナ対策が後手後手に回っており，予算

規模もあまりに貧相であるとの批判をかわすため

に導入されたものであったが，実際にはそうした

批判には確たる根拠はなく，メディアの誇張され

た報道によって「つくりだされた」ものでしかな

い， という（同上）＼

こうした現象は，政策研究において「過反応」

(Overreaction) として論じられてきたものと合

致する (Maor, 2012)。この種の過反応を生ぜし

める理由やメカニズムには多種多様なものがある

のだが，政策形成者も政策を受容する市民も，限

られた情報源にしかアクセスしようとしないこ

と，双方ともに多様な情報源から提供される大き

く（あるいは，微妙に）異なる情報を冷静に比較

検討しようとしないというバイアスが大きく関係

している。その結果として，耳を傾けすぎる政府

という，一貫した方針をとれず，迷走する政権が

生み出された， と西田は断罪するのである。

このような日本の新型コロナ感染症対策におけ

るリーダーシップは，もはや誰の目にも明らかで

あるように，危機に対応するものとして如何にも

不十分で不逝切なものといえよう。以下では， こ

れまでの議論をまとめ，今後の展望を示すことと

したい。

4.結論

本稿では，世界を揺るがす新型コロナ感染症

が，公共政策学に突き付けている課題について，

主として専門性とリーダーシップに主眼をおいて

考察してきた。一連の考察を通じて明らかになっ

たことは，新型コロナ感染症のような深い不確実

性を内包する問題に対処するためには，専門性の

活用が不可欠であると同時に，その活用を適切な



ものたらしめる政治的なリーダーシップが強く要

請される， ということである。

国内外を問わず． EBPMに代表される専門性

の活用を推進しようとする研究は． これまで，政

策そのものに関する技術的知見の深化・拡充を図

ることや，それを適切に政策過程に反映させるた

めの制度的な工夫を凝らすことにもっぱら意を

尽くしてきた。しかし，それらはあくまでも，公

共政策一般わけても危機への迅速かつ的確な政策

対応の質を向上させるための必要条件ではあって

も，必要十分条件ではない。

では，ポピュリズムを排し，専門性に依拠しつ

つ果敢に決断する権威主義的リーダーのみが． こ

の難局を乗り切ることができる唯一の存在なので

あろうか。ここまでの議論からもはや自明のこと

であると思われるのだが，答えは I否」である。

不確実性の高い危機的状況においては，独りよが

りの決断主義は，ほとんど常に事態をより悪化さ

せるだけである。いま最も強く求められているの

は，多様な要因への目配りと眼前のコンテクスト

への深い涸察力を併せ持つ有能かつ公共心豊かな

リーダーの登場・存在である。強権的なトップダ

ウンによって全ての難問をたちどころに解決でき

るとの安易な夢想が結果として政府の政策能力の

低下に拍車をかけたという事実から，我々は今こ

そ多くを学ばなければならない。

2011年 3月に東日本大震災とその直後に発生

した炉心溶融事故を目の当たりにしたとき，現状

の政策形成システムに致命的欠陥があることを多

くの政策研究者や実務家は痛切に，そして自責の

念をもって，思い知らされた。そしてそうした思

いは多くの有権者によって多かれ少なかれ共有さ

れていた（筈である）。ところが，それから10年

近くの歳月が経過した今．我々の眼下に広がるの

は．あの時と見まがうばかりの，政治的リーダー

シップの迷走と，政治と適切な距離を保つことの

できない専門家・専門性の姿である。 10年前のあ

の海恨は，社会に何らの変革ももたらさなかった

のではないか，そう思えてならない。

国際的な政策研究コミュニティでは既に，新型

コロナ感染症を巡る活発な論戦が行われている。

ただ， 10年前の東日本大喪災と決定的に異なる

のは．今回のコロナ危機が．パンデミックである

以上当然そうならざるを得ないのだが，世界のど
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こでも誰にでも遍く共有されているという点であ

る。だからこそ我々はなおさら，洵外の研究をも

踏まえつつ， 日本の政策システム全般にとって，

何が死活的に問題であるのか， このような事態を

二度と繰り返さないために何が必要であるのかを

真剣に考え，国家の枠を超えた議論フォーラムに

積極的に参加しなければならない。本稿はその足

掛かりとなることを念じて企画・執筆された。会

員諸兄の忌憚ないご意見とご批判を仰ぐことが出

来れば幸いである。

注

l 同様の指摘は海外の研究者によってもなされ

ている（杉谷2020: 79-82)。

2 「コロナ専門家有志の会」 HP(https://note. 

stopcovid19.jp/）資料「主な組織の関係図」の

図より（最終アクセス2020年 8月22日）。なお，

図lの形態は2020年 7月までのものであり，そ

れ以降は組織図が異なっている。ただし， 「有志

の会」が民間組織として位置づけられている点

に変更はない。

3 なお， ここでは十万円給付事業そのものの是

非については問わないこととする。
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