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　新型コロナ感染症のパンデミックに彩られた2020年は、政策研究にとっても大きな課題を突き
付けた。新型コロナ感染症の問題の特徴を鑑みると、パンデミックがもたらした問題は、ステーク
ホルダー間の対立が生じている、問題同士が関連している、対策にあたって必要とされる知識が不
足している、不確実性が高い、といった特徴を備えていることが看取できる。これらの特徴を備え
た問題は、政策研究で言うところの「ウィキッド・プロブレム」に該当すると考えられる。この着
想を手掛かりに、本論文では、新型コロナ感染症のパンデミック及びそれによって生じる課題を、

「ウィキッド・プロブレム」と捉え、先行研究を駆使して分析した。その結果、科学の在り方が変
容しつつあることと、「不快さを引き受ける政治」が必要であるといったことが示唆された。
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1．はじめに
　2020年は、パンデミックに彩られた一年と
なった。新型コロナ感染症が世界的な猛威を振
るい、世界的に多数の死者が出ており、国内に
限って言えば、感染者は途絶えず、事態は収束
の兆しを見せていない。その渦中にあって、日
本の感染症対策についても、様々な議論が交わ
されている。
　筆者の専門は公共政策学であり、EBPM

（Evidence-based Policy Making）が研究テーマ

である。中でも、政策そのもののエビデンスの
導出に関わっている、行動経済学や統計学の研
究者とは違い、EBPMの推進体制や、専門性に
関わる政治体制といった点が主たる関心であ
る。
　本稿は、こういった筆者の関心にしたがいつ
つ、現時点で、政策研究にとって、新型コロナ
感染症がいかなる問題を投げかけているのかを
考察し、後に続く研究の手がかりを残しておく
ことを目的としている。
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　この目的を達成するにあたり、手がかりとす
るのは、政策研究者らによって共著で書かれ、
2020年4月にオンライン上で公開され、その後
雑誌に収録された、“COVID-19 and the Policy 
Sciences: Initial Reaction and Perspectives”と
いう論文である（Weible, et al, 2020）。
　この論文は、コロナ問題に向き合う上で、政
策科学の創始者の一人である、ハロルド・ラス
ウェルを取り上げる。ラスウェルは1956年の
論文で、当時の米ソ関係や核兵器の問題を中心
に扱いつつ、政策科学の使命や存在意義につい
て扱っていた（Lasswell, 1956）。この問題意識
を踏まえれば、政策研究の立場からコロナ感染
症について論じるのは当然のことであるとされ
ている（Weible, et al, 2020: 237）。
　では、政策研究の視点から、現在の問題につ
いてどのような論点が提示されるのだろうか。
この論文では、政策科学に関連する新型コロナ
感染症の論点として、次の10点が挙げられて
いる（Ibid.: 237-238）（1）。

①パンデミックに対する政府の反応として，政
策決定だけでなく，非決定や終了に関しても
研究される必要がある

②感染拡大防止のためには人々の行動変容が必
要であり，危機と人々の反応の関係について
の研究が必要である

③パンデミックが暴露する政治的・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
化は永続的なものなのかどうかについての検
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

いての検討
⑦ナラティブやメッセージが人々の行動をどの

ように変えるのかについての分析
⑧危機，すなわちストレスフルな緊急事態下に

おける学習の在り方についての検討
⑨公共政策の「共創」（co-creation）と「共生産」
（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

　これらの論点は、Weibleらによれば、これ
まで十分に探究されてこなかった問題であり、
いずれも政策研究の中で検討されるべきものだ
と言えよう。しかし、それらをひとつひとつ子
細に検討することは、分量的にも筆者の力量的
にも叶わないので、主として、五つ目の論点（政
策と専門性の関係）に絞って議論を進めること
としたい。
　検討を進めるにあたって参照する枠組みは、

「ウィキッド・プロブレム」の概念である。こ
れは、政策研究において重要な概念であり、新
型コロナ感染症がもたらす問題を考察する上で
も役立つと考えらえる。
　本稿の構成は次の通りである。まず、新型コ
ロナ感染症がいかなる性質を持っているかにつ
いて、ウィキッド・プロブレムのフレームワー
クを概観する。続いて、これらウィキッド・プ
ロブレムの特性がもたらす、政策立案にかかわ
る制約と、政治与える影響について考察を加え
る。これらを踏まえて専門性の変容について検
討を加え、結論部分では、新型コロナ感染症の
今後に関して、EBPMの観点から、今後の展望
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を示す。

2．ウィキッド・プロブレムとしての新
型コロナ感染症

　ウィキッド・プロブレムとは、次のような性
質をもつ問題である。第一に、ウィキッド・プ
ロブレムにおいては、問題の捉え方が、社会の
構成員やステークホルダーによって異なってい
るとされる。第二に、その問題の性質そのもの
が特殊なことに由来する、次の三つの点があ
る。その性質とは大きく分けて、問題同士が相
互に関連していること、対処するための知識が
不足していること、不確実性、であるとされる

（奥田2019：192-3）。
　これらの要素を踏まえたとき、新型コロナ感
染症は、ウィキッド・プロブレムのいくつかの
要件に当てはまることが分かる。この整理を
行ったのが表1である。
　新型コロナ感染症の問題を、ウィキッド・プ
ロブレムとして捉えるのは、決して新しいもの
ではなく、既に試論的な考察がいくつか存在し
ている（Schulte, 2020; Lawrence, 2020）。ただ
し、これらの論考においては、具体的にどのよ
うな要素がウィキッド・プロブレムに該当して
いるのかについて、十分に考究されている訳で
はない。そこで、どのような要素がウィキッド・
プロブレムの要件に該当しているのかを表1に
沿って概観していく。

　一番目のステークホルダー間の対立に関して
は、危機が表面化した当初よりも、それが長引
く中でより先鋭化していく。特に問題なのは、
経済との関係である。ロックダウンを行い、経
済活動を全て停止すれば、コロナウイルスの蔓
延を止めることはできるだろう。しかし、実際
には永遠に自粛を続けるわけにもいかず、経済
活動を再開させる必要がある。その際には、疫
学以外の専門家の意見も取り入れる必要がある

（Dooren and Noordegraaf, 2020: 615）。また、
今回のパンデミックの影響は、業種間でも影響
に相違が見られる。特に観光業などへの影響は
甚大な反面、それほど影響を受けていない業種
もあるだろう。また、新型コロナ感染症の影響
を大きく受けている人々も、それ程大きく受け
ていない人々もいる。政策課題の多くは往々に
して、このような側面があるが、新型コロナ感
染症に関しては、その程度はかなり大きいと言
える。
　二番目の問題同士の関連は、新型コロナ感染
症の拡大防止を考えた際に課題となる。たとえ
ば、感染症の拡大を防ぐには、徹底的なロック
ダウンを実施し、必要最小限の経済活動以外を
禁止すればよい。また、大学の授業においても、
あらゆる対面講義を禁止し、全てをオンライン
授業にすれば、大学キャンパス内でのクラス
ター発生は避けられるだろう。しかし、それを
推進することは、大学教員や非常勤講師らへの
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表1．新型コロナ感染症のウィキッド・プロブレム要素

ウィキッド・プロブレムの構成要素 新型コロナ感染症対策及びその対策の性質

ステークホルダー間の対立 「生命か経済か」、業種間の相違

問題同士の関連性 ロックダウンによる影響

知識の不足 未知の感染症による問題、漸進的に軽減

不確実性 問題状況の変化、増減を繰り返す感染者数

（出所）奥田（2019）の記述をもとに筆者作成。



負担や、学生の学びの支障といった、新たな問
題を引き起こす。こういった事情は、アクター
による問題の捉え方の違いにも直結することに
なる。
　三番目の知識の不足については、新型コロナ
感染症は、未知の病原体であることから該当す
る。世界各国で様々な研究が行われているが、
未だにその全容が明らかではない。このこと
は、対策を考える上では深刻な制約となる。ど
の程度のロックダウンをすればよいか、どれく
らいで収束する見通しがたつのかといった明確
な展望を示せないことが、一層、人々の不安を
駆り立てることになる。
　四番目の不確実性は、知識の不足とも関連
し、効果的な対策を打つことを難しくもしてい
る。世界各国で異なる感染力や犠牲者数など
は、感染症に多くの謎があることを示してい
る。この性質上、新型コロナ感染症対策は、非
常に不確実性が高いと言える（Capano, et al, 
2020: 288-91）。
　これらの要件から、新型コロナ感染症対策は
ウィキッド・プロブレムの要件を備えたもので
あると考えられる。この性質は、政策に対して
どのような影響を及ぼすのであろうか。以下で
は、四つの問題を「ステークホルダーの対立」、

「問題同士の関連性」と、「知識の不足」、「不確
実性」のセットにそれぞれ分け、検討を加える。

3．ウィキッド・プロブレムとどう向き
合うか

3.1　�「ステークホルダーの対立」と「問題同士
の関連性」による政策の限界

　元来、政策研究は、意思決定の合理化を目指
しつつも、それが簡単には実現しないことを認
識した上で展開されてきた（上沼1985）。また、
政策科学の創始者である、ラスウェルやイェ

ヘッケル・ドロアは、政策科学が「危機」に対
応するための使命を背負ったものであると認識
していたとされる（木下2007：124-5）。このた
め、政策科学のプロジェクトは、あらゆる視点
から課題に対処すべく、学際的な試みとして創
始された。ここにおいては、政策に関連する数
多の知識を踏まえることの重要性が強調される
ことになる（足立2009：14-17）。これは、新型
コロナ感染症へのアプローチを考究する上でも
重要な示唆をもたらしている。
　たとえば、新型コロナ感染症をめぐっては、
単に合理的な意思決定が求められるだけでな
く、価値や規範のような論点も重要となる。な
ぜなら、多様なステークホルダーの合意を調達
する上では、それらを踏まえた上でのレトリッ
クや説得が必要だからである。そもそも、ウィ
キッド・プロブレムにおいては、唯一の最適な
解決策が存在するわけではないため、この点は
一層、重要なものとなる（Head, 2019: 192）。
　最善の解決策が同定できない以上、どの程度
の損害を我々は許容しうるのかといった、価値
に依拠しなければ判断できない問いを避けて通
ることはできない（佐野2013）。ステークホル
ダー間の合意を調達する上では、このような観
点を踏まえて議論を進めることが望ましい。そ
して、そのためには、感染症や疫学だけでなく、
多様な専門家の知見を取り入れることが不可欠
なのである。
　政策研究者のブライアン・ヘッドが指摘して
いるように、ことウィキッド・プロブレムの対
策においては、合理的に解決しようとするあま
り、問題群の繋がりを無視して分割して対処す
るのは得策ではない（Head, 2019: 183）。解決策
についても、これらの相互関係を無視して実行
することは、かえって問題を悪化させることに
なりかねない。
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　政策研究の観点から指摘できることは、政策
手法に注目するアプローチの限界である。政策
研究者の奥田恒は、ウィキッド・プロブレムに
対処する上では、政策手段の組み合わせを中心
とする政策デザインのアプローチには限界があ
ると主張する（奥田2019）。なぜなら、このア
プローチでは、ウィキッド・プロブレムにおい
て重要である、ステークホルダーとの協調や、
彼らからのフィードバックの確保といった点を
考慮することができないからである（同上）。
　政策デザインのアプローチが、新型コロナ感
染症のもたらす問題に対してうまく機能し得な
いことは、別の理路からも説明可能である。た
とえば、日本では法的にも強制的なロックダウ
ンは不可能であり、感染者の徹底した追跡もで
きなかった。それらを可能にする制度、インフ
ラが整っていなかったからである（羅2020）。
このような背景を無視して、国のあいだの対策
の優劣を論じることは不毛であろう。個々の手
法の妥当性や有効性を吟味するだけでは新型コ
ロナ感染症対策を論じる上では不十分なのであ
る（Mei, 2020）。

3.2　�「知識の不足」と「不確実性」がもたらす「例
外状態」

　「知識の不足」と「不確実性」に対処するた
めには、問題に対処していく中で各アクターが
学習を蓄積していくのが重要である。新型コロ
ナ感染症対策において、比較的成功をおさめて
いるとされる韓国においても、関連するアク
ターの学習が重要だったことが示唆されている

（Lee, et al, 2020）。もっとも、多くの人々は不
確実な情報ではなく、絶対に安心できる方針を
政府に示してほしいと考えるだろう。社会学者
の西田亮介は、統御できない疫病に対して人々
の不安が増大し、メディアがそれに拍車をかけ

るという像でコロナ禍の社会を描き出している
（西田2020：20-23）。新型コロナ感染症が、高
い不確実性を伴っている以上、このような混乱
は避けようがない。
　こういった状況下において想起されるのが、
カール・シュミットが提示した「例外状態」で
ある。人々が緊急事態宣言の発令を「待望」す
るようにさえなったことは、事態を収拾するた
めには強大な権限を持つ政府による強制力の発
動を人々が是認したことの証左でもある（同上：
74-77）。しかし、知識の不足と不確実性がもた
らす不安を一挙に晴らしてくれるような存在を
人々が希求する時、政府の権力に歯止めがかか
らなくなる可能性があることも指摘しておかな
ければならない。
　この点について、究極的な例外状態であると
ころの総力戦（第一世界大戦）において、既に蔓
延する不安に「感染」のイメージが用いられて
い た と い う 挿 話 は 興 味 深 い（ 宋2015：108-
109）。あらゆるものが高速化した現代社会にお
いては、流通する情報の量が膨大になり、フェ
イクニュースが蔓延する。新型コロナ感染症に
ついても、真偽不明の情報がネット上を駆け
巡っている。これを受けて、「インフォデミック」
という言葉が用いられるほどである。そもそ
も、何が正しい情報で何が間違っている情報で
あるかについても、我々は確かな答えを持ち得
ていないような状況下において、人々がエビデ
ンスを吟味することなどは望むべくもない。
　政治思想史家の宋偉男は、例外状態的な事態
を引き起こす近代の「リキッドさ」（流動性）に
着目した上で、共同体を防衛するために、「リ
キッドさ」と対照的な、「ソリッドなもの」を
生み出すことに、主権的執行者の役割を見出し
ている（同上：111）。この指摘は、感染拡大を
防ぐために各国が国境封鎖の措置をとったこと
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と重なる。もちろん、これは完璧な解決策では
ない。宋は続けて、問題がリキッドなものであ
る以上、ソリッドな解決策は限界を露呈すると
も述べているが、これは新型コロナ感染症対策
にも通ずるものがある。新型コロナ感染症の問
題は、一国内で解決できるものではないため、
国際的な枠組みによって処理する必要がある。
したがって、共同体の凝集性を追求するだけで
は、状況の悪化に対する歯止めにつながらな
い。「ソリッドな解決策」の限界がここに見出
される。
　この点で、「最終的解決のない『不快さ』と
どこまでも付き合うことでしか、政治は可能で
はなく、また成功もしない」（同上）という宋の
指摘は大いに示唆的である。政治が科学に対し
て望むように、我々も政治に対して完璧な解決
策を望むが、そもそも政治に完璧な解決策を提
示する能力を要求するのは過大である。相手が
ウィキッド・プロブレムとなればなおさらそう
であり、この過大な要求を放置することは、結
果としてより大きな破局を招きかねない。ウィ
キッド・プロブレムがもたらす「知識の不足」
や「不確実性」は、政治的な観点からも重要な
問題提起を迫っていると言えよう。
　以下では、これらの点を踏まえた上で、政治
だけでなく専門性や科学の側も大きな変容が起
きていることを見る。

4．科学の変容と政治
4.1　「分かりやすさ」と「確かさ」のディレンマ
　新型コロナ感染症がもたらした危機は、従来
の政治の在り方には大きな限界があることを露
呈させた。これを受けて、人々は政府の強権に
よる解決策や、一気呵成に物事を解決すること
のできる主体を欲望するようになる。
　この危機に乗じて、一部の国では、自らの政

治的な立場の回復を企てる政治指導者も見られ
る（Mahor, et al, 2020）。しかし、先進諸国家の
多くで見られたのは、一部の科学者の英雄視で
あった。
　元来、科学とは価値中立的な営みであり、客
観的に観察可能な事実をもとに判断を下す営為
であると。科学は基本的に反証可能性に開かれ
ており、議論が交わされることが前提である。
これは、科学の健全な発展と進歩にとって不可
欠な要素であるが、危機に直面した時に科学
は、また別の側面を見せることがある。その一
つが、科学の「属人化」ともいうべき問題であ
る（Dooren and Noordegraaf, 2020: 612）。
　科学は本来、一握りの天才による営為ではな
く、グループやチームによるものであり、国際
的なコミュニティがその発展を支えている。も
ちろん、ノーベル賞の受賞などでは、しばしば
科学者個々人にフォーカスが当たることがある
が、実際には科学とは集団的な営みである面が
強い。
　ところが、COVID-19への対策においては、
多くの国で特定の科学者が、ある分野を代表し
ているかのように扱われる事態が起きた。これ
が「属人化」と呼ばれる現象である。特定の科
学者を英雄視する傾向などは、その典型である。
　なぜこのようなことが起きるのだろうか。そ
れは、多くの国民が、危機的な状況に陥った時
に、「答え」を知りたがり、「安心」を得たがる
からである。そのためには、科学には「顔」が
必要とされる。これは、科学本来の在り方とは
かけ離れた形態であり、特定の学説以外の学説
を排除する傾向が出てくるおそれもある。こう
した事態は、致命的な失敗に繋がりかねない。
　既にみたように、ウィキッド・プロブレムに
関する科学的エビデンスは常に不確実性を含ん
でおり、絶対的な基準を提供することができな
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い（Dooren and Noordegraaf, 2020: 614）。どれ
だけ専門性に依拠し、客観的なエビデンスを収
集したとしても、最後の決断において、政治の
役割は重要であり続けている。相手とするの
が、ウィキッド・プロブレムである以上、専門
家に全て任せているだけでは事態の収拾は望め
ない。ましてや、その意見がごく限られたもの
であっては、失敗の可能性は高くなる。
　日本では、「クラスター対策班」が中心となっ
て市民とのコミュニケーションを図った。そこ
では、大量のグラフや図が用いられて説明がな
された。しかし、安倍首相も言及した「日本モ
デル」と喧伝される内容については、データに
不備があったこともあり、恣意的な解釈が入る
余地が多大にあるとして、疑義が呈されている

（田中2020）。
　政府が提示するエビデンスの吟味は、科学の
推進に資する上、より効果的な対策に不可欠で
ある。また、EBPMの観点からも、多元的なエ
ビデンスの導出によって、よりよい政策形成が
促される可能性を広げる点で、好ましいと言え
る（杉谷2020a：82-7；2020b：94-5）。ところが、
危機の時代にあるとき、このような科学特有の
性質や、いわば科学の「論争」（contestation）は、
世論の混乱を招き、激しい対立を惹起すること
になる（Dooren and Noordegraaf, 2020: 612）。
たとえば、ワイドショー等に登場する「専門家」

（中には資質を疑われる者もいた）たちの発言が
社会にいかなる影響を及ぼしているかは、今
後、検討される必要のある課題であろう。人々
の行動を変えることが必要とされる状況におい
て、「錯綜」ともとれる専門家同士の見解の相
違や、科学モデルをめぐる論争は、行動変容を
企図する政策の実効力を弱めることに繋がりか
ねないのである。
　ここには、危機の状況下における専門性の深

刻なディレンマが見て取れる。人々の行動変容
を促すためには、ノイズのない、「分かりやすい」
メッセージが求められる反面、この方針は致命
的な失敗に繋がりかねない。そして、方針の誤
りが明らかになると、人々は専門家への信頼を
失い、政策に実効性をもたせることがますます
困難になる。
　このようなディレンマをどのように処理すれ
ばよいのだろうか。ウィキッド・プロブレムで
ある以上、最適な解決策は望むべくもない。こ
のことを踏まえた上で、次節では、新型コロナ
感染症の対抗戦略を考察する。

4.2　�新型コロナ感染症対策への示唆─透明性の
確保と国際的な取組み─

　ここまでの議論で、新型コロナ感染症がウィ
キッド・プロブレムであるがゆえ、専門性及び
専門家に大きな負荷がかかっていることが確認
された。この状況に対して、いかなる対抗戦略
が考えられるだろうか。
　新型コロナ感染症対策において、日本に欠け
ているとしばしば指摘されているのが透明性で
ある。これに対して、韓国はコロナ対策におい
て成功した国として知られているが、その対策
の中心に据えられていたのが透明性の確保であ
る（Lee, et al, 2020: 375-6）。韓国政府は、感染
者が出ると、民間企業と連携することでその行
動履歴を把握し、迅速なPCR検査を実施して
拡大防止に努めた。情報開示のためにウェブサ
イトやアプリケーションを多用することで市民
の行動変容を促しつつ、政府への信頼を高める
ことに成功したとされている（Ibid）。これらの
方針によって、韓国では政府の行政組織間や、
地方自治体における学習が効果的に作用したこ
とが示唆されている（Ibid.: 377-8）。透明性と公
開性を伴った政策決定であれば、市民は政策の
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背後にあるロジックを理解するため、ステーク
ホルダーの同意を調達することが比較的容易と
な る こ と も 示 唆 さ れ て い る（Dooren and 
Noordegraaf, 2020: 613）。
　ただし、政策決定過程を透明化することが、
必ずしもいい結果に繋がるとは限らないことに
も注意が必要である。専門家会議の議事録が公
開されていないという問題が一時期、日本で話
題になったが、この状況下では、誰がどういっ
た発言をしたかをすぐに公開することは難しい
上、特定の専門家に対する攻撃に繋がる危険性
をも含んでいる。参加している専門家らの所属
する大学や学会への抗議活動などに発展すれ
ば、誰も会議にコミットしようと思う人はいな
くなるだろう。そもそも、研究やエビデンスの
導出に関しては、透明性を貫徹するに適さない
側面もある（Hammersley, 2013: 27）。この点を
踏まえた上で、適切なかたちで情報公開を行う
ことに政府は意を尽くすべきである。
　この方針は主として一国内のものであるが、
新型コロナ感染対策は、一つの国だけで対策す
るには限界がある。たとえば、各国が行った入
国制限や渡航制限を見れば分かるように、この
危機はグローバルなものである。この点で、現
在、世界が喫緊の課題として取り組んでいる気
候危機が参考になる。なぜなら、気候危機もま
た、グローバルな問題であると同時に、長期的
な対策が必要だからである。
　気候危機に対抗するにあたっては、国際的な
研究者ネットワークが形成され、多国間連携の
上で対策が協議されている。新型コロナ感染症
対策は、現状では各国の専門家が独自の対策を
それぞれの政府に助言するにとどまっている
が、今後は国際的な枠組みにおいて議論が推進
されるのが望ましい。こういった取組みは、新
型コロナ感染症に対する、国際的な対処を考え

る上でも大いに参照されるべきであろう。政策
研究の知見からも、こういった国際的ガバナン
スの実践や、専門知の政策への波及について論
じられてきた（Fischer, 2017）。そして、国際的
な協調のためにも、各国のあいだで決定を透明
化し、データをオープン化しておくことが不可
欠な要件となる。
　これらは、上述したウィキッド・プロブレム
の性質に鑑みても有効な戦略であると言える。
透明性の確保は、ステークホルダーの合意調達
に寄与し、多国間連携とそれらの知見の共有
は、不確実性の軽減や知識の充実化に繋がり得
る。ウィキッド・プロブレムを解釈する上で必
要とされる、包括的な課題の理解についても、
問題の相互関係を明らかにする上で、透明性の
確保は前提条件と言ってもよい。
　そして、これらのアプローチを可能にする前
提として、4.1で述べた「分かりやすさ」と「確
かさ」のディレンマに対処する政治の在り方が
求められる。以下では、これらの知見を踏まえ
た政治と専門性の関係についての構想を提示す
る。

4.3　「不快さ」を引き受ける政治へ向けて
　透明性の確保や、国際的な取組みによって、
ある程度は不確実性を軽減することもできる
が、それは完璧なものではない。不確実性の存
在は、最終的解決の不在を意味する。このこと
は、ウィキッド・プロブレムの要件でもある。
そして、3.2で引用した宋が述べるように、最
終的解決が存在しない状態がもたらす「不快さ」
を引き受けるのは、政治でしかありえない。
　この点で、専門性の政策への活用を訴えてき
たEBPMにおける政治観には修正が必要であ
るように思われる。というのも、EBPMの議論
において、政治は後景に退き、せいぜいのとこ

─ 34 ─

『医療福祉政策研究』（第4巻第1号）



ろ、エビデンスの恣意的な活用が戒められる程
度の議論しか行われてこなかったからである。
たとえば、2020年に発刊された、大橋弘編

『EBPMの経済学』（東京大学出版会）は、各省庁
のEBPMの取組みについて学者と官僚が執筆
したものであり、理論的な検討や整理、具体事
例の吟味が十全に展開された、本格的なEBPM
の研究書である。
　ところが、当該書籍にはEBPMの実現に不
可欠な政治についての考察や言及がほとんど見
られない。政策には完全な正解などなく、たと
えどれほど頑強なエビデンスがあろうと、失敗
の可能性が常にあるということは、執筆陣にお
いても共有されている筈である。ではEBPM
が失敗した時の責任は誰が負うべきなのか。助
言をした専門家なのか、政策立案に携わった官
僚なのか、政策決定を行った政治家なのか。こ
のような問いが全くと言っていいほど論じられ
ていない。EBPM推進において、政治は論じる
対象ではないかのような扱いをうけている。
　このような見解は、政治が専門家を盾にする
かのような振る舞いを見せている現況を踏まえ
た時、不十分なものに映る。日本の新型コロナ
感染症は、「たじろぐ政治」と「前のめりの専
門家」という言葉で表現される（牧原2020）。
政治が混乱して適切な判断に躊躇する中、社会
とのコミュニケーションを積極的に図ったのは
専門家集団であった。専門家集団の見解それ自
体の是非は別としても、本来であれば、こう
いった役割を果たすべきなのは、国民の代表た
る政治家の筈であるにもかかわらず、実際には
専門家への丸投げが行われた。
　この事態が示唆するところは、政治の側が本
来引き受けるべき不確実性によって生じる諸問
題を、専門家に転嫁する時、EBPMは画餅に堕
すということである。重要なのは、政治と専門

性の適切な役割分担にとどまらず、政治の側が
政策決定を国民の側に納得させるプロセスに他
ならない。これを欠いた状態で、専門家を登用
したり、専門性に依拠した決定を下したと標榜
したりしても、事態の改善は望めない。「不快さ」
を消去できるかのように振る舞う政治は、事態
を一層、混乱させることにしかならないのであ
る。政策研究が今後、貢献すべきなのは、これ
らの政策過程を的確に分析し、その決定過程の
改善方策を論じ、専門性の活用における政治の
在り方をいま一度、再考することにあるのでは
ないだろうか。

5．結論
　以上、本稿では、政策研究が新型コロナ感染
症に対して、いかなるアプローチをとりうるか
について考察してきた。以下、ここまでの議論
を簡単にまとめたい。
　第一に、新型コロナ感染症の問題が、ウィ
キッド・プロブレムに該当する側面を有してい
ることを指摘した。ウィキッド・プロブレムに
おいては、関連アクター間で問題の認識が異な
ることや、不確実性が高いことなどから、合理
的な問題解決が望めないことを指摘した。
　第二に、政治と専門性の在り方が変容してい
ることを指摘した。政治的意思決定者には、専
門性への安易な依存と責任回避の傾向が見られ
ること、それを受けて、専門性の在り方そのも
のもまた変容しつつあることが明らかになっ
た。これらの論点は、新型コロナ感染症がウィ
キッド・プロブレムの性質を有していることと
関連している。アクターごとに異なった問題の
捉え方や高い不確実性は、合理的な政策決定を
阻害し、政策過程における非合理的な要素を強
めること繋がる。
　長期的かつグローバルなウィキッド・プロブ
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レムに対抗するためには、専門的な知見の蓄積
だけでなく、政治の役割が重要となる。中でも、
不確実性を含んだ問題の対処において、市民と
のコミュニケーションの意を尽くすことや、専
門性が提示する限定的なエビデンスに依拠して
適切な判断が意思決定者に要請される。そし
て、より一層重要なのは、そういった不確実性
を市民に受け止めさせるだけの信頼関係を醸成
することである。この点で、第二次安倍政権は、
専門的な知見の活用の仕方を鑑みても、市民社
会との間に良好な関係を築くことに失敗したと
言わざるを得ない。新政権が新型コロナ感染症
対策を手掛けるにあたっては、不確実性を伴っ
たウィキッド・プロブレムに対して、市民社会
との信頼関係を構築して臨むことが求められて
いる。

注
（1）　以下10点の指摘の翻訳については、足立・杉

谷（2020）に拠った。
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