
総説論文

公共政策学とEBPM
─政策及び政策過程の合理化をめぐる論点の探求─
Public Policy Studies and Evidence-based Policy Making
─Inquiring on Rationalization of Public Policy and Policy Process─

杉谷和哉（岩手県立大学・国際高等研究所）
Kazuya SUGITANI

和文要約：本論文では、EBPM（Evidence-based Policy Making）が企図する「政策そのものの合理化」
と、「政策過程の合理化」について、公共政策学が提示している論点を検討し、以下の含意が得ら
れた。具体的には、①EBPMを推進する上で、公共政策の立案及び実施に関係するコンテクスト
を理解する必要があること、②EBPMを実現する上で、政策過程の内実を理解しなければならな
いこと、③政治に含まれている価値や構想力が重要であること、④EBPMは知識活用だけでなく
知識創出にも関わっているため、社会をどのように捉えるかという点においても強い影響力をも
ち、よりラディカルなテクノクラシーを招来する可能性があること、の四つである。

英文要約：Evidence-based policy making (EBPM) attempts to “rationalization of public policy 
itself” and “rationalization of the policy process”.  This paper examines these arguments through 
public policy studies. Then, the following four implications were obtained. First, it is necessary to 
understand the context which related to the formulation and implementation of public policy. 
Second, in realizing EBPM, we must understand the knowledge of the policy process explains 
how to make policy. Third, the value and conceptualization contained in politics are important. 
Fourth, EBPM commits to not only knowledge utilization but also generation. Taking this point 
into account, EBPM will lead us to more radical technocracy that has strong influences, showing 
how to understand our world and politics, as well as political regimes.
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1．はじめに：EBPMと公共政策学の接点
　本論文は、「エビデンスに基づく政策形成」

（Evidence-based Policy Making、以下、「EBPM」

と記す）に対して公共政策学が提供する示唆を
整理して提示し、議論の発展に資することを目
的としている。
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　EBPMとはその名の通り、確かな科学的根拠
に基づいて政策立案を実施することを目指す動
きのことである（山名2017）。ここで言われて
いる「エビデンス」とは、主に統計分析やラン
ダム化比較試験（Randomized Control Trial、
以下、「RCT」と記す）によって導出された、
厳密に政策の因果関係を同定するものだとされ
ている。その発想を表したのが、エビデンスを
その頑強性によってランク付けした、「エビデ
ンスのヒエラルキー」と呼ばれるものである（図
1）。
　しかし、実際にこのヒエラルキーに従って政
策形成を行うことは容易ではない。質の高いエ
ビデンスを導出するには時間もコストもかかる
ため、行政実務上の関心や実践とは距離が生ま
れている（北川2020：143-149）。このような事
態を受けて、「Evidence-informed policy making」
などといった、より控えめな言葉も用いられて
いる（加納ほか2020）。
　これに対して、公共政策学は政策に関わる合

理性について幅広い研究を展開してきた。
　私見では、それらの取組みは大きく言って、

「政策そのものの合理化」と、「政策過程の合理
化」の二つの潮流に分けられる。
　第一の「政策そのものの合理化」については、
費用便益分析の活用をはじめとして、政策科学
の初期から試みられてきた（秋吉ほか2015：
135-137）。 こ れ を 最 大 限 に 活 用 し た の が、
PPBS（Planning Programming Budgeting 
System）であった。
　PPBSが様々な困難に直面して挫折したこと
は広く知られる。しかし、ここで試みられた諸
取組みは、今日の政策分析にも引き継がれてお
り、政策評価の在り方に影響を及ぼしている

（南島2018：186-187）。これに類するのが、政
策そのものに関する知識（いわゆる「inの知識」）
である。
　EBPMの主眼は、実験や高度な分析を通じ
て、どの政策が役に立つかを明示することにあ
るため、この「政策そのものの合理化」に関す
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図1．エビデンスのヒエラルキー

（出所）井伊ほか2019：136）より抜粋



る理論であると言える。しかし、合理的な政策
案を同定しさえすれば、自動的にそれが実現さ
れるとするのは幻想にすぎない。PPBSの挫折
についても、政治の介在が大きな要因であった
ことを踏まえれば、合理的な政策の内容を追求
するだけでは十分ではないことが分かる（秋吉
ほか2015：149）。
　この課題を処理すべく論じられてきたのが、
二つ目の「政策過程の合理化」である。政策過
程においてはしばしば、「政治」─党派性や
イデオロギー、利害対立など─が、合理的な
意思決定を妨げてきた。本来であれば、そう
いった要素を抜きにして、政策に関する意思決
定が行われるべきであるが、全ての代替案をあ
らかじめ精査し、そのインパクトも精密に勘案
した上で政策決定を行う「包括的合理性モデル」
は、現実から乖離している（足立2009：193-
195）。
　この現実を前に、単なる現状追認にも陥ら
ず、過度な理想も追求しないかたちで、政策過
程の規範モデルは考察されてきた（同上：200-
204）。政策過程から「政治」を放逐できるとす
るのは神話に過ぎないが、かといって政策が全
く非合理的に決定されるのをみすみす看過する
わけにもいかないからである。
　ところが、このような公共政策学の悪戦苦闘
が生み出してきた洞察は、EBPMをめぐる議論
においては十分に反映されていない。EBPMが
企てているのは政策過程から「政治」の要素を
排して、理想的な政策形成プロセスを実現する
ことにあるとの指摘が、EBPMの批判者からた
びたびなされているのはその証左であろう

（Hammersley, 2013: 53-54; Marchi, et al, 2016: 
34）EBPMにおいても「政治」は扱われるが、
あくまでもそれらは、政策過程において合理的
な政策の採用を妨げる障害に過ぎない。換言す

れば、EBPM論において「政治」は、いやいや
ながらも付き合わなければならない存在として
語 ら れ る 傾 向 に あ る（Cairney, 2019; Head, 
2015）。
　果たして本当に、「政治」は公共政策にとっ
てネガティブな意味合いしか持たないものなの
だろうか。公共政策学が示してきた知見によれ
ば、答えは否である。本論文の第四節では、こ
の「政策過程の合理化」に関して、政治が果た
すポジティブな役割についての検討を参考に
し、こういった浅薄な「政治」理解を斥ける。
　本論文の構成は次の通りである。前半部分で
は、政策そのものを合理化するアプローチにつ
いて、公共政策学の知見を踏まえて考察する。
この点を考える上で参考になるのが、医学の議
論である。EBPMは医学の発想や枠組みの影響
を受けて展開されており、医学のように、合理
的なアプローチが何かを科学的に同定した上
で、政策を立案すべきだと主張する。しかし、
公共政策と医学には、共通している点もある
が、異なっている点もあり、安易に類推するこ
とはできない。そこで、どういった点が医学と
異なっているのかを、先行研究を踏まえて検討
する。
　続いて、政策そのものの合理化を試みる上で
考慮に入れるべき、コンテクスト（文脈）につい
て、先行研究の整理を通じてEBPMへの含意
を抽出する。このことにより、政策そのものを
合理化しようとするEBPMが踏まえるべき要
素を明らかにする。
　後半部分では政策過程の合理化に関わる論点
を検討する。その準備としてまず、EBPMが前
提とする「客観的なエビデンス」に対する批判
的な議論を検討する。これを踏まえ、政策過程
の合理化にかかわる政治について考察を進め
る。そこで手がかりとするのは、政策的思考と
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呼ばれる、政治を考慮に入れた政策構想を目指
す議論である。
　最後に、EBPMの先行研究で取り上げられつ
つある、知識の在り方についても検討を加え
る。EBPMはテクノクラシーを招来するとの批
判はしばしばなされてきた（杉谷2019：86-
88）。こういった批判は政治体制をめぐるもの
に限られてきたが、EBPMと民主主義の関係を
考慮する際には、これだけでは不十分である。
なぜなら、EBPMは政治体制にとどまらず、政
策に関する知識の創出という点にも関わるもの
だからである。
　公共政策学は、民主主義の発展を目指し、市
民の政策的知識の涵養にも尽力してきた（足立
2003：4）。この点からすれば、そもそも政策的
な知識がどのように形成されるかという観点
は、公共政策学にとっても重要である。にもか
かわらず、公共政策学の議論において、これら
は十分に検討されてこなかった。EBPMの隆盛
を鑑みれば、この点を考察することは、公共政
策学の使命にも合致すると言えよう。
　以上の作業を通じて、政策の内容の合理化に
ついての論点（医学の議論との共通点及び違い・
コンテクストの考慮）、政策過程の合理化につ
いての論点（政治を考慮するための政策的思考）
をそれぞれ明らかにし、EBPMがもたらす新た
な論点である「知識創出」をめぐって、公共政
策学の知見を発展させることが、本論文の目的
である。
　EBPMが人口に膾炙しつつある現在、公共政
策学の知見を整理してEBPMとの関係を提示
し、過度な楽観論を掣肘した上で、議論の深化
を図ることは重要である。特に、日本における
EBPMをめぐる議論においては、政策及び政策
過程を合理化することには限界があるという洞
察が十分に活用されていない（小西2020：76）。

本論文は、こうした状況を踏まえ、EBPMと公
共政策学の架橋を試みるものであり、政策への
多様なアプローチの一環を紹介することは、医
療福祉政策の研究にとっても、有益な示唆をも
たらすことが期待される（松田2019）。

2.「政策そのものの合理化」をめぐる論点
2.1　医学と公共政策学
　公共政策学は、上述したように政策の合理化
を目指しつつも、「科学」に還元できない面が
政策には存在していると考える学問である。日
本における公共政策学の第一人者である足立幸
男は次のように述べている。

科学としての政策学すなわち「政策科学」
（policy science / sciences）を構想し、その
確立を目指すことは、もちろん不当でない
し、筋違いでもない。それどころか大いに
望ましい。とはいえ、政策学が科学たり得
るとしても、それは・・・たとえば物理学、
生物学、化学、生理学など、事象について
の検証可能な（真偽の判定を下すことがで
きる）命題の発見を目指す通常の厳密科学
が科学であるのとは異なる意味における科
学、たとえば臨床医学や工学（機械工学や
建築学など）のようないわゆる応用科学が
科学であるような意味においてでしかな
い。というより、公共政策学という学問に
は、そのような意味での科学的方法の適用
が可能な研究領域と、そうでない研究領域
とがある。換言すれば、トランス・ディシ
プリンとしての公共政策学が探求・体系化
しようとする政策知には、科学的つまりは
実証的な分析によって発見もしくは解明さ
れる「事実についての知」（たとえば、政策
過程の赤裸々な現実についての知識など）
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と、科学的・実証的方法によってはその信
憑性を確証することを望み得ない「処方に
ついての知（智）」とがある（足立2009：19-
20）。

　足立は、決して政策そのものを合理的にする
ための知識の発展を否定せず、推奨しさえして
いる。しかし、ここに貫かれている問題意識は、
それだけでは現実の政策に繋がりえないという
ものである。そして、ここで述べられている「処
方についての知（智）」には、後に述べるように、
価値や規範の議論が含まれている。
　ところで、「処方」という言葉を聞いた時、
多くの人は医療を連想するかもしれない。「処
方箋」という言葉もあるように、「処方」とは
医者が患者に対して、病気の処置のために下す
指示のことである。
　問題を抱えた「社会」を「患者」と見立てる
ならば、政策分析者や政策立案者はさしずめ、
患者を診断する「医師」に類する役割を与えら
れており、そこで下される「政策」が「薬」や

「治療」であると捉えることもできる。実際、
政策科学の発展に大きく寄与したハロルド・ラ
スウェルも、医学の喩えを用いたことで知られ
ている（木下2005）。
　EBPMの議論においては、このような政策科
学の来歴が踏まえられることはあまりないのだ
が、先に挙げたエビデンスのヒエラルキーは、
元々はエビデンスに基づく医療（Evidence-
based Medicine、以下、「EBM」と記す）にお
いて重視される枠組みであることを踏まえる
と、EBPMは医学の知見を政策に導入しようと
する試みだと解せる。つまり、ラスウェルの発
想と同様に、政策と医学の間には共通点がある
とする考えがEBPMを支えているのである。
では、こういった医学と公共政策の類推は、ど

のような示唆をもたらすのだろうか。
　佐野亘はこの点について、次の四点を挙げて
いる（佐野2005）。第一に、問題の主観的な側
面と客観的な側面を切り分ける視点が得られる
こと、第二に、医学の比喩によって専門家とし
てのパターナリズムやモラルを問うことができ
るようになる点、第三に、医学に喩えることで、
テクノクラシーを肯定するような議論を招来す
るのではないか、という批判、第四に、医学的
な側面を重視することで、ハウツー的な知識の
偏重を招くのではないか、という懸念である。
　問題の主観的な側面と客観的な側面に関して
は、たとえばある社会問題を解決するために
は、高度な専門知識に支えられた政策が必要と
されることが挙げられる。正しい診療＝分析
は、問題解決にとって不可欠であり、高い専門
性が要請されている。問題の原因となる状況の
適切な把握は、統計データの利活用等によって
もたらされる（砂原2017）。それと同時に、ど
のような政策が望ましいのか、現在の社会の状
況が好ましいのか、そうでないのか、といった
価値にかかわる判断も必要となる（佐野2005：
114）。この点を踏まえ、公共政策学は、価値中
立的な「科学」ではなく規範的でパターナリズ
ムを時に許容する学問であることが示唆されて
いる（足立2006）。
　同時に、医学と公共政策のアナロジーには無
理があることもよく了解されてきた。佐野は、
医学とは違い、政策では何が問題とされている
のかについて、はっきりとした区別が存在しな
いことを挙げている（佐野2005：114）（1）。この
点を考慮に入れると、医学の考え方を政策にも
応用しようとする試みは、不適切であるように
見える。
　ただ、実際にはEBMの実践にあっても、医
者の実践に基づいた判断が行われることがある
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（南郷2017）。また、最近の医学の議論では、
杓子定規にヒエラルキーを適用することや、エ
ビデンスを金科玉条のごとく扱うことへの批判
も見られるようになってきた（岸本2018）。つ
まり、実際には医療現場においても不確定な要
素が多く、むしろ価値に基づいた判断などが行
われることも多いのである。これを踏まえれ
ば、政策と医学のアナロジーは実践レベルで
言っても、あながちかけ離れている訳ではない
と見ることもできる。これは二つ目の視点であ
る、政策形成者や政策実施者のモラル、すなわ
ち応答責任を問うという観点にも繋がるもので
ある（杉谷2020b）。三つ目のテクノクラシーに
関する議論は、EBPMを論じる上では常につき
まとう。「テクノクラシー」という言葉自体は
元々、マルクス主義に対する産業社会論の文脈
で登場した議論である。この議論では、社会を
指導するのはブルジョワジーでも啓蒙的インテ
リゲンチャでもなく、大衆の中から出現した一
部の「専門家」であるという考え方である。そ
こでは、批判理論を駆使して社会に異議申し立
てを行う知識人ではなく、合理的に問題解決を
行うことができる「専門家」の役割が重要であ
るとされる（佐伯1995a：21-24）。ただ、現在で
はこういった歴史的文脈は重視されず、専門家
や官僚による寡頭的な支配という意味合いで用
いられていることが多い。
　これは重要な論点であるため、後に詳述する
が、テクノクラシー論は基本的には政治体制に
関するものである。これに対して、EBPMが惹
起する論点は、知識の創出そのものにかかわる
ものであり、政治体制にとどまらない側面を含
んでいるのである。これは、四つ目に挙げられ
ているハウツー的な知識の偏重とも深く関わっ
ている。
　このように、医学と公共政策のアナロジー

は、その共通点と相違点、双方において、それ
ぞれ示唆を与えている。ポイントは、公共政策
の立案や実施には制約条件が多く、医学ほどに
は、問題への対処法が明瞭ではないということ
である。公共政策学は、そういった要素を念頭
に置いた上で政策を考えてきた学問である。こ
のことを踏まえ、次節からは、公共政策学の知
見を概観する。

2.2　政策の「コンテクスト＝文脈」
　先に述べたように、公共政策学は合理的な意
思決定を目指していると同時に、その限界をも
強く意識している学問である。秋吉貴雄（2013）
は、公共政策学の知見を踏まえ、科学技術イノ
ベーション政策におけるエビデンス志向を批判
するかたちで、次のようにEBPMを批判して
いる。
　最初に指摘されているのは、公共政策のコン
テクストの問題である。政策は状況が統制され
た実験室において実施されるのではなく、多様
で千差万別のアクターが介在する中で行われ
る。つまり、政策が実施される環境は普遍的な
ものではなく、それぞれによって諸条件が異
なっているのである。佐野は政策におけるコン
テクストの論点として次の三つがあると指摘す
る（佐野2018）。

① ある政策が実施される現場の状況や、政策が
対象とする人々

②政策をデザインするデザイナー側の条件
③政策の社会的・歴史的位置づけ

　一番目に関しては、「政策手段にとってのコ
ンテクスト」とされており、政策を実施する上
で関連するアクター達に注目するものである。
よく知られているのが、RCTの結果のみを見
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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
ことが起きうるという問題である（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
だけだという可能性も十分にあり、その場合は
質的研究などの方法でエビデンスを補強する必
要がある。しかし、EBPMが想定する「ヒエラ
ルキー」においては、そういった研究デザイン
の在り方が重要視されず、政策がなぜうまく
いったかというメカニズムが不明のまま、政策
が 波 及 す る 恐 れ が あ る と さ れ て い る

（Hammersley, 2013: 104）。
　もっとも、大量のRCTを解析した上で、そ
れらに関連するコンテクストの内容をうまく把
握することができれば、この問題は解決可能で
ある。ただ、そのためには大量のRCTを実施
しなければならず、手間がかかる。このため、
官民データをオープン化し、多様なアクターが
データへアクセスできるような仕組みが必要と
される。この方途であれば、RCTを行わずとも、
データの解析を通じて政策の有無を比較するこ
とができるようになるからである。
　こういったアプローチはEBPMにおいて重
要であることは言うまでもないが、すぐさま実
現できるわけではない。そこで公共政策学が注
目するのが「参加型政策分析」である。参加型
政策分析とは、一般市民が持つ「普通の知識」
の重要性に着目して、多様なアクターを巻き込
んで政策について議論し、その結果を政策に
フィードバックするというものである（秋吉
2013：40）。これに類するのが「参加型評価」
と呼ばれるものであり、これにおいても多様な
ステークホルダーが関与することによって、合

意形成を行い、更には市民のエンパワーメント
にも貢献するというヴィジョンが提示されてい
る（橋本2017：149-171）。ここでは、いわゆる「現
場知」を把握することによって政策実施に関わ
るコンテクストをより詳細に分析する重要性が
示唆されている。
　また、佐野はこれらの問題に対処するために

「場合分け」、「裁量」、「分権」、の三つの方策が
あるとしている。
　「場合分け」は多様なコンテクストを分類し、
どのようなコンテクストにおいては、どのよう
な問題を考慮に入れる必要があるか、といった
論点を整理して精査することによって、コンテ
クストの複雑さに対処するものである。ただ
し、佐野も指摘しているように、実際には政策
のコンテクストは多様で複雑であり、その全て
を網羅して把握することは不可能である。とは
言え、たとえそうであったとしてもコンテクス
トの把握のための努力は怠るべきではない。コ
ンテクストを不完全ではあっても把握するため
には、質的調査やインタビュー調査による情報
の取得は重要な意味をもつ。
　「裁量」とは、政策実施の現場で政策の担当
スタッフが柔軟に対応することである。政策実
施の理論においては、主として「政策の決定が
そもそも曖昧である」、というものと「現場の
実情」を勘案した調整が必要であるという二つ
の立場からの議論が展開されている（高橋
2019：20）。EBPMの観点から言えば、後者の
論点が重要である。なぜなら、政策実施におけ
る裁量を認めることで、コンテクストに応じた
対応が可能になるからである。ただし、裁量も
野放図に認めてよいものではない。いくら有効
な政策が研究結果で導出されていたとしても、
実施過程を全く統制しなければ、研究結果とは
全く違う結果になるだろう。もっとも、政策実
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施の過程がどれだけ標準化できるかどうかは大
きな論点であり、EBPMに批判的な論者からす
れ ば、 そ の 点 こ そ がEBPMの 弱 点 と な る

（Hammersley, 2013: 48-49）。
　「分権」は、政策に関する権限を下位の機関
に移譲することで、地域ごとの多様性にも対応
できるようにするものである。一般的には政府
から都道府県、都道府県から市町村といったか
たちで、権限は委譲されていく。このことに
よって、市民のニーズを的確に把握した政策立
案が自治体によって行われるのが期待される。
　近年では地方自治体のEBPMの実践例も増
えてきているが、マンパワーや予算が不足して
いては、EBPMの推進など望むべくもない。地
方自治体が利用できる資源を増やすために、一
層の分権と改革が必要なことは明らかである

（新藤2020：209-210）。ただし、EBPMの推進
という観点から言えば、分権は必ずしもそれだ
けではEBPM推進において有効なコンテクス
トの対処法とはならない。理由は大きく言って
二つある。
　第一に、地方自治体の政策能力の問題があ
る。地方自治体のEBPM推進において課題と
されるのが、そもそも統計を扱えたり、政策評
価に習熟したりしている人材が少ないことであ
る（高﨑・能瀬2019）。専門的な技能を持った
人材の確保・育成は、部署をローテーションす
る地方自治体のキャリアパス的にも難しい面が
あり、今後の課題とされる。
　第二に、分権を進めた場合であっても、
EBPMを標榜した場合には現場へのトップダウ
ンになる可能性がある。たとえば、市町村レベ
ルにおけるEBPM推進においてもなお、現場
の裁量を過剰に制約するようなかたちでEBPM
が推進されることも想定される。これら二点を
踏まえると、単に分権するだけではコンテクス

トの対応に資するとは限らないと考えられる。
　二番目の「政策デザイナー側の条件」に関し
て、佐野は「立場」、「資源」、「社会条件」の三
つの制約が存在するとしている。
　「立場」は政策デザイナーの役割上生じる問
題である。政策デザイナーとは、官僚やNPO
のスタッフ、コンサルタントなど、政策デザイ
ンに携わる人々のことを指しているが、多くの
場合、政策デザイナーたちは政治家に逆らうこ
とは難しい。しかし、かと言って、明らかに間
違った政策に唯々諾々と従うことは倫理的に推
奨されるはずもない。更に、政策が実現するた
めには、どれだけ確実なエビデンスを積み重ね
たとしても、それだけでは足りない。政治的な
潮流や機運など、様々な要件が重ならなければ
ならないのである（Kingdon, 2010=2017）。
　「資源」は政策デザイナーが利用可能な諸要
素のことを指し、予算や人員、広義には政策デ
ザイナー自身の能力も含まれるとされている。
EBPMにおいても政策デザイナーの利用できる
資源は重要な論点の一つである。たとえば、マ
イケル・ハウレットはEBPMが進まない根本
的 な 理 由 と し て「 政 策 分 析 的 能 力（Policy 
Analytical Capacity）」が政策デザイナー達に
備わっていないと論じている（Howlett, 2009）。
これには、単に専門的な政策に関する知識だけ
でなく、中長期的な予測や政策過程への深い理
解などが含まれており、この不足が政策を失敗
させる原因になりうるとも指摘されている

（Howlett, 2007）。
　「社会条件」は、政策デザイナーを拘束する
社会的な諸要因のことである。ある政策がエビ
デンスによって正しいということが証明された
としても、その社会において現実的にその政策
が実行不可能である場合がある。たとえば、エ
ビデンスが支持する政策案があまりにも一部の
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人々への負担を過剰に強いるものであったとす
るなら、その政策は大きな反発を受けるだろう
し、それが強力な利益団体であったりした場合
には、猶更、その政策は実行するのが難しいで
あろう。特に、将来世代への影響等を考慮する
とき、この問題は一層深刻になる。なぜなら、
将来世代は現段階では民主的な意思決定に参与
できない上、現代に生きる我々は、その声を存
分に政治に反映させることができるからである

（Boston, 2017: 99-130）。
　最後の「政策の社会的・歴史的位置づけ」は、

「政策内容に関するコンテクスト」とも言うべ
きものだとされている。先に挙げた「社会条件」
とも重なる部分が多いが、こちらは世界観の対
立や、現実をどう把握するかの解釈といったこ
とも関わるもので、「社会条件」よりも広い点
を扱っている違いがある（佐野2018：280-281）。
　公共政策は、社会的な状況やマクロなヴィ
ジョンによって位置付けられるほか、歴史的な
潮流の中にもおかれる。あるいは、現在の状況
を過去の歴史と類推することで、特定の政策の
正当化を図ったり、批判したりすることも行わ
れる。
　総じて言えば、「政策の社会的・歴史的位置
づけ」は、人々の解釈に大きく依存するもので
あり、定まったものがない、時代によっても解

釈が移り変わるものなのである。公共政策は必
ずしも、合理的に決定されるものではなく、こ
れらの要素が複雑に絡み合って決定されている
ということを理解しなければ、EBPM推進も画
餅に終わる可能性が高い。したがって、コンテ
クストの様々な要素を分類し、それに対する対
抗策を考慮しておくことは、EBPMの推進にも
貢献すると言えるだろう。表1は、ここまでの
議論をまとめたものである。
　このように、政策のコンテクストを把握し、
それを吟味することによって、EBPMをメタ的
な視点にたって論じることが可能となる。なぜ
エビデンスが政策決定に活用されないのか、と
いった議論は、コンテクストを踏まえること
で、より地に足のついたものになると考えられ
る。

3.「客観的なエビデンス」をめぐって
　ここまでの議論で、EBPMが企てる、政策そ
のものの合理化をめぐって、考慮に入れるべき
論点を概観した。次に検討するのが、EBPMの
もう一つの目的である政策過程の合理化である
が、その検討に入る前に、そもそも「客観的な
エビデンス」なるものが、公共政策を論じる上
で存在しているのかどうか、という点について
検討を加える。この検討を踏まえることで、政
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表1．政策におけるコンテクストの概要

コンテクスト 内容 対処方法

ある政策が実施される現場の状
況や、政策が対象とする人々

政策手段にとってのコンテクスト、
政策に関連するアクターなど

参加型政策分析
「場合分け」、「裁量」、「分権」

政策をデザインするデザイナー
側の条件

「立場」、「資源」、「社会条件」
政策過程への理解、政策能力の
開発

政策の社会的・歴史的な位置づ
け

幅広い政策の歴史や議論の経緯など
政策に関する言説の分析、関係
するアクターの観察

（出所）佐野（2018）を参考に筆者作成。



策過程の合理化、特に政治とEBPMの関係を
よりクリアに把握することができるからであ
る。
　客観的な知識の蓄積とその活用によって政策
の質が向上するという発想は、政策分析及び、
政策分析者が価値中立的であり、なおかつ政治
権力から完全に独立していることが前提となっ
ている（秋吉2013：39）。しかしながら、公共
政策学の知見が示すのは、こういった前提が、
決して自明のものではないという事実である。
　第一に言えるのが、政策分析の客観性に関す
るものである。政策分析は完全に客観的なもの
ではありえず、そこには分析者の主観や価値観
が入り込んでくる。ある政策をいかなる理論で
分析するかによって、分析から得られる含意は
異なっており、分析に依拠する知識を一元化す
ることは政策を吟味する視点を狭めることにな
る。この意味で、EBPMのようにエビデンスを
一元的に評価してヒエラルキー化する試みは、
知識の専制に加担する可能性もある。
　この点に関して、ライナー・グルントマンと
ニコ・シュテールらは、公共的言説においては、
科学的根拠がある特定の主張を正統化する上で
大きな役割を果たすことを指摘する（Grundmann 
and Stehr, 2012: 16）。社会を論じる理論が、言
説の確からしさを担保し、更には我々の「現実」
の見方そのものをも左右するのである（佐伯
2020：356-359）。これらの点を踏まえれば、客
観的で精度の高い政策分析を応用すればそれで
事足りるという判断が性急に過ぎることが分か
る。なぜなら、政策分析は必ずしも客観的に現
実を把握しているものではなく、多様な現実の
一つの側面を切り取っているからである。
　第二に言えるのが、事実の社会的構成の問題
である。これは、「事実」とされるものが社会
的に構成されたものであるという、社会構成主

義的な立場から提示される。この立場からすれ
ば、政策分析の成果、すなわち、EBPMが依拠
するところの「エビデンス」もまた、社会的に
構成された、一つの主張（argumentation）に過
ぎない（Zittoun, 2014: 104-109）。このような社
会構成主義の考えを基底にもつ政策分析の立場
は「ポスト実証主義」と呼ばれ、政策決定の合
理化を目指す議論を批判している（Fischer, 
2003）。
　このような立場をとった時に重要になるのが
議論や物語、談話といった概念である。議論や
言説を通じて、政策に関する現実は認識され、
何が問題であるかが同定され、何が適切な政策
手段であるかが決まる（Majone, 1989=1998）。
また、既存の政策理論の優位性が何によって保
障されているのか─なぜEBPMが「正しい
もの」として受け入れられているか─という
ことを考える上では、談話分析が有効である。
　政策や政治をめぐっては、常に事態や物事を
どう解釈するかをめぐって「談話的闘争」が行
われている。特に、金融危機のような、国家の
統治を脅かしかねないほどの巨大な危機に直面
した時、それまで覇権的な地位を築いていた談
話が危機に陥る。そのとき、新たなる言説が覇
権を獲得するのか、あるいは、既存の談話が覇
権を維持するのかをめぐる闘争は苛烈になる。
その過程を見るのが談話分析である（清水
2017）。
　この知見を踏まえると、EBPMにおいて想定
されている「エビデンス」の概念もまた、議論
を経ることによって重要視される概念となって
きたという見方が可能になる。最初に挙げた

「エビデンスのヒエラルキー」が、公共政策の
議論において受容された理由も、ヒエラルキー
が正しかったからではない。ヒエラルキーこそ
が客観性を担保する切り札であるとする言説
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が、医療以外の現場でも覇権を獲得できたから
である。こうした見解にしたがえば、EBPMの
言説がこれほどまでに強い力を政策過程の中で
持つようになったのかといった点が考察の対象
となる。
　第三に言えるのが、医学と公共政策の類推で
も取り上げた、「価値」の問題である。政策形
成者への助言や、政策立案を補助する知識を創
出するにあたって、社会的な価値を考慮に入れ
る必要がある。あるいは、そういった「主観」
めいたものは、一切、助言に混入すべきではな
いという立場もありえる。しかし、政策分析や
それに関連する知識が完全に「客観」的なもの
ではないということと、それが有効な地位を占
める過程においても政治や権力が介在するとい
うのは、上で見た通りである。
　さらに、政策分析や助言に「価値」の要素を
織り込まなければ意味がないとする積極的な立
場もある。足立（1991：3-5）は、政策が実現し
ようとする価値や目標に関する合意が達成され
ている場合には、「合理的」な政策案を導出で
きる政策分析が有効であるが、そのような場合
はごく稀であると指摘する。我々は深刻な価値
観をめぐる相克が遍在する社会に生きているの
であって、政策の優先順位という決定的な問題
を考慮する上では価値や規範の問題を考慮せざ
るを得なくなる。
　ただしこのことは、ありとあらゆる政策問題
に優先順位をつけることのできる、絶対的な理
論が必要だということを意味しない。むしろ、
政策規範の議論は、より説得的なレトリックを
見出すことや、ある政策案が正当化される時、
いかなる論理をもってそれがなされているかを
分析する視座を提供する点にその特徴がある

（佐野2010：193）。
　EBPMを正当化する規範的なレトリックは

「帰結主義」的なものである。それは、行為や
ルールのもたらす結果を最重要視し、政策の帰
結に可能な限り目を向けるものであるとされる

（同上：77-79）。では、この立場はどれ程の妥
当性を持ちうるだろうか。政策に投ずることの
できる資源が切迫している状況下では、この立
場をとることが合理的に思えるかもしれない。
しかし、公共政策が人々のモラルや倫理、価値
観にも影響を及ぼすことを考慮すれば、果たし
て帰結のみを考えてさえいればいいのか、とい
う疑問が生じる（同上105-108）。
　このように、価値や規範の視点は、EBPMが
素朴に前提としていた社会観や価値観を明らか
にすることができる。EBPMの議論や実例では
多くの場合、学校の成績向上や公衆衛生の改善
といった、目的そのものが論点になりにくい
テーマが扱われる傾向にあり、EBPMの議論に
おいて価値や規範の問題が扱われることはあま
りない。これは逆に言えば、EBPMはそういっ
た目的を問うことなく、合理的な政策手法のみ
を提供するという立場をとっているということ
でもある。この論点は、EBPMと政治という大
きな問題と関わっており、言うなれば政策過程
の合理化に関わる。

4．政策過程の合理化をめぐる考察
4.1　政策過程とEBPM
　公共政策の立案と実施にあたって、政治との
関係は非常に重要である。これは、大きく言え
ば、先に指摘したコンテクストの問題の一部で
あるが、中でも政治は、EBPMにとっても特に
重要な論点である。
　政策立案の合理化を目指すEBPMは、政策
立案及び知識の創出やその活用における「脱政
治 化 」 を 企 図 す る 動 き で あ る（Durose and 
Richardson, 2016: 24）。平たく言えば、EBPM
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は「政治」政治家たちによる私益の追求や利害
調整といった要素を排し、政策過程を合理化す
ることを企図している。これは先に挙げた区分
で言うところの、「政策過程の合理化」である。
　しかし、実際にはEBPMの推進は各国とも
強力な政府のイニシアティブあってこそ実現し
ている。日本の場合は、経済財政諮問会議の役
割が不可欠であり、政府が関心を示していた統
計改革とも不可分のものとしてEBPMが推進
されてきた（小池・落2020）。オーストラリア
の政治学者ブライアン・ヘッドは、EBPMが成
立するには、科学的研究と専門家の実践に加
え、政治的な判断が欠かせないと論じている

（Head, 2008: 6）。
　日本のEBPMについても、行政学者の小西
敦は上からの強制によってなされていると指摘
している（小西2020：75）。これらの議論に鑑
みれば、EBPM推進には政治のイニシアティブ
が欠かせないことが了解される。
　また、政策研究と政策助言（Policy Advice）
は密接に結びついて論じられてきた面もある

（Wilson, 2006）。日本では政策助言に関する研
究はまだそれ程多くはないが、研究と政治（政
策）をいかにして繋ぐかという論点は、EBPM
を今後も推進する上で欠かせない論点である。
専門家の助言と政治の関係を考えた場合、一般
的なモデルでは、政治と研究という二つのコ
ミュニティが想定され、それぞれの考え方の違
いやコンテクストを踏まえた上で、いかにして
お互いを繋ぐかというのが考究の対象となる

（有本ほか2016：8）。
　しかし、一口に政策や専門家といっても、そ
の内実は多様である。たとえば、政策分野に
よっては研究者の性質も異なるし、政策形成の
在り方も異なっている（Smith and Haux, 2017: 
147）。このような着眼点から政策を論じている

のが宗前清貞による政策評価論と政策類型論を
組み合わせた研究である（宗前2001）。宗前は、
政策に関連する政治アリーナの開放性（閉鎖性）
や、インプットとアウトカムのタイムラグなど
に着目して、政策によって望ましい評価の在り
方が多様であることを指摘している（同上：
138）。
　このように、公共政策学の知見は、EBPM論
においてしばしば単純化される「政治」をより
詳細に論じる理路を与えている。政策助言の仕
組みをいかにして構築するかという、今後の
EBPMの発展に不可欠な論点は、政策過程のモ
デルや知見なしには深めていくことは難しいだ
ろう。同時に、EBPMにおいては、「どのよう
な組織や制度がEBPMに適しているのか？」
という、マネジメントに関する研究がそれ程多
くないことを指摘しなければならない（Oliver, 
et al, 2014: 8）。この点において、公共政策学が
培ってきた政策過程に関する知見が貢献できる
余地は大きいと言える。これらの知見は、政治
権力が政策に及ぼす影響を明らかにできる上、
政策決定過程の非合理性をも把握する手掛かり
を提供するからである。
　しばしば、研究者は政策決定過程の非合理性
を憎み、それを慨嘆する。この態度について、
カレン・ボーゲンシュナイダーとトーマス・J・
コルベットは、印象深い喩えで論じている。政
策に影響を及ぼすことを志す研究者は二つの態
度に出ることがある。それは、わずかでも非理
性的な要素が政策に混入すれば、それだけで失
望してしまうという「シンデレラ・コンプレッ
クス」と、最初から研究が活用されることなど
ありえない、と諦め、政策に一切関与しない「ス
クルージ・コンプレックス」（2）と呼ばれる態度
で あ る（Bogenschneider and Corbett, 2010: 
52）。ボーゲンシュナイダーとコルベットは、
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望ましい研究者の態度はその間にあると述べ
る。政策過程は決して完全に合理的ではない
が、完全に非合理的でもないため、エビデンス
は滅多に活用されることはないかもしれない
が、かといって全く活用される可能性が無いか
と言えばそうではない。過剰に期待もし過ぎ
ず、かといって最初から政策へ関与することを
諦めることもしないという態度がEBPMの推
進においては求められていると言うのである。
　このため、EBPM推進のためには、政策過程
へ の 深 い 理 解 が 重 要 だ と す る 見 解 が あ る

（Cairney, 2016）。 政 策 過 程 と 研 究 に は 常 に
ギャップが存在しているが、研究者の側が政策
過程を理解して、適切なタイミング等を見計ら
うことで、助言が受けいれられやすくなること
もありうる（杉谷2020a：81-82）。このため、今
後、EBPMが更なる進展を遂げるためには、公
共政策学が提示する政策過程や政治への視座が
必要になると言える。
　しかし、これらの知見においてはあくまでも
政治は、消極的なものとして扱われてきた。す
なわち、「政治は政策立案に不可欠なので考慮
に入れざるを得ない」というスタンスが通底し
ているのである。このような見解は、「政治」
のもつポジティブな側面を見逃している点で不
十分である。そこで次節では、公共政策学の議
論の一つである「政策的思考」（政策型思考／政
策思考）に注目した上で、政治とEBPMの関係
について考察を進める。

4.2　政策的思考とEBPM
　ここまで見てきたように、公共政策学は、政
策に影響を及ぼす多様な要因に注目した議論を
展開してきた。中でも重要な要因の一つが政治
であることは既に指摘したが、関連する議論と
して「政策的思考」を挙げることができる。

　先に挙げた足立幸男は、合理的な政策を「政
治嫌悪の政策思考」が有効に機能しえない理由
を次の三点にわたって指摘している（足立
1994：27-53）。

① 政策過程における政治の介在と政策実施にお
いて生じざるを得ない、立案された政策との
ギャップ

②政策をめぐる価値観の多様性
③人間理性の限界＝不確実性の存在

　このうち、①と②については既に検討した。
したがって、ここでは③の問題について検討を
加える。足立は、「政治嫌悪の政策思考」の問
題点は、大きく分けて二つあると指摘する。そ
のうち一つが、いわゆる「計画思想」であり、
もう一つが「テクノクラシーの招来」である。
足立によれば、社会主義国の失敗にも明らかな
ように、人間が理性によって予測して適切な政
策立案が可能になるという発想には致命的な欠
陥がある。

社会計画思想にとりつかれた人は、すべて
を計画から演繹しようとする。いっさいの
行動を計画によって正当化し、計画のレン
ズを通してしか現実を見ないようになる。
計画に基づいて現状を改造することに熱中
するがあまり、現実をそのありのままの様
相において観察することが困難になる。そ
のために、プログラムの実施のなかで得ら
れた情報をフィードバックし、プログラム
を現実にいっそう適合したものに修正する
ということができなくなってしまう。計画
達成という至上目的のためにはどんな手段
をとることも許されるといった、倒錯した
心情に陥ることさえ、まれではない（同上：
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36）。

　この指摘は、社会計画によって全てをコント
ロールしようとする企てに反旗を翻した、フ
リードリヒ・ハイエクや、カール・ポパーといっ
た論者らの研究を渉猟してなされたものであ
る。
　間宮陽介によれば、ハイエクの反計画主義の
考えの背景には、人間が全知全能ではないとい
う意味において、不完全な存在であるという前
提がある（間宮2006：118）。人間は個性を伸ば
さなければならないから自由でなければならな
いのではなく、無知だからこそ個人のことは個
人に任せた方がいい。なぜなら、自分のことは
自分が一番よく分かっている筈であり、個々人
が創意工夫を凝らすことで、結果として社会に
とっても望ましい帰結を生むからである（同上：
119）。そこでハイエクが重視するのが慣習や伝
統である。
　これらの点を踏まえ、間宮はハイエクの自由
論を「不在の体系」として活写する（同上：
137）。ハイエクの自由思想は、常に「〇〇では
ない」（人間は全知全能「ではない」）という諦念
に近い発想で彩られている。一見すると空虚に
見えるこの体系は、歴史の流れというふるいに
かけられた慣習や伝統─それらは、不完全で
ありながらも人間が社会を維持することを可能
にしてきた、個々人の創発や想像力の蓄積に
よって支えられている─によって、この上な
い内実をもったものとして現実社会に表れてい
る。
　ところが、人間はこの「不在の体系」である
ところの自由に満足できず、その間隙を「充溢
の体系」と言うべき壮大な社会計画などによっ
て埋めようとしてしまう（同上：138）。この時、
人間は全知全能の存在ではないため、森羅万象

を完全にコントロールできないという戒めは打
ち捨てられてしまう。ハイエクはそれを危惧し
たのだった。
　こういった発想はポパーにも見られる。ポ
パーは、人間の行為をあらかじめ決められてい
る決定論的に解釈する見解を「からくり時計」
に喩え、それを批判した。ポパーの見立てでは、
人間の行為はむしろ雲のようにつかみどころが
なく、予測も困難なものである（薬師寺1989：
15-17）。言うなれば、からくり時計をいじるよ
うな「アイアン・コントロール」ではなく、思
想や説得といった、非物理的なものによって
人々の行動を変えていくのが公共政策であり、
それは「プラスチック・コントロール」と呼ば
れるものに類する（同上：22）。
　公共政策が依拠する政治もまた、からくり時
計ではなく、雲と呼ぶべきものである。そこで
の決定過程は、ぼんやりとしたものであり、完
全な予測ができない。この事実を無視して、深
遠な社会計画を立案したとしても、それは失敗
に終わる公算が高いのである。
　人間が全知全能の存在ではないと考えたハイ
エクにせよ、社会システムの不確実性を強調し
たポパーにせよ、共通しているのは、人間理性
には限界があるという洞察である。これらの見
解は、今日のEBPMにとっても示唆的な側面
がある。しかしながら、徹底した計画思想と
EBPMには一定の距離があることも指摘してお
かなければならない。
　というのも、今日のEBPM論においては、
かつての社会主義国に典型的に見られたよう
な、包括的で長大な社会計画を立案しようとす
る意図はなく、むしろ個別の事業や目的、特定
の政策分野における比較的限定された関心が多
いからである。よって、EBPM論の中には、ガ
イダンス的な役割を果たすことさえ戒める議論
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さえある（Caze and Colyvan, 2017: 11）。この
点でEBPMは、比較的ミクロなレベルでの合
理性を目指していると考えられる。当然このこ
とは、かつての政策科学の過度な合理主義への
反省も踏まえられてのことであり、過剰に理想
的で包括的な政策の合理化をEBPMは目指さ
ないというのが、今までの試みとの違いの一つ
である。
　とは言え、EBPMがかつての社会計画思想ほ
どに強烈な政治の「合理化」を推し進めるもの
ではないにしても、政策過程の合理化を志向し
ていることも事実である。EBPMの議論は、政
治と「専門性」、あるいは「合理性」とのあい
だにある緊張関係を意識し、後者に軍配をあげ
る発想であることは明らかである。EBPMにお
いて「政治」はしばしば、邪魔ではあるが、論
じざる得ない厄介な代物として扱われてき
た（3）。少なくとも「政治」が公共政策に対して
積極的な意義をもつとは考えられていないので
ある。
　しかし、こういった「政治」観はいささか一
面的に過ぎる。以下では、公共政策学における
議論の一つである政策的思考についてレビュー
することで、政治の積極的な意義を確認する。
政策的思考に関して展開された議論は、政策を
合理的に設計するという発想と、それだけでは
不十分な政治との関係等を包括的に扱ってお
り、EBPMにとっても示唆的な論点を提示して
いる。
　政策的思考に関しては、論者によって微妙に
その内容や位置づけが異なっており、統一され
た明瞭な見解があるわけではない。ただ、先行
研究の見解を踏まえると、政策的思考とは、社
会的に要請されている合理性を追求しつつ、「可
能性の技術」としての政治の在り方も踏まえた

「構想力」や、社会の「価値」や「規範」を考

慮に入れて適切な政策をデザインするための思
考の型である、とひとまずは言える（足立
2005；松下1991）。
　では、EBPMにおいて忌避されがちな政治の
問題は、政策的思考においてどのように扱われ
ているのであろうか。足立は、社会には深刻な
価値観の対立が常に内在することを指摘した上
で、それらを平和的に処理することができる点
に政治の必要性を認める（足立1994：46-48）。
　これに対して松下圭一は「政策型思考」の核
心を「予測と調整」にあると捉え、政治の圧力
がかかる「調整」に対しては、「予測」による
選択肢の提示が必要であると指摘する（松下
1991：159）。そして、中長期的な政策目的は未
来の模索、構想によってもたらされると述べ
る。松下にとっての「政策型思考」とは、一部
のエリートだけが有するものではなく、広く市
民が共有すべきものである。松下の認識では、
専門性をもったテクノクラートでさえ、市民社
会の成熟と市民の知識レベルの向上によってそ
の優越性を失っていくとされており、政策評価
もその基本は「政治評価」（専門性ではなく党派
対立にもとづいたもの）であると規定される。
松下にとっては、エビデンスのような個別政策
の合理性を支えるものはあくまでも膨大な政策
情報のうちの一つに過ぎない。むしろ、政策の
科学化が進展しても、市民社会の成熟と政治へ
の習熟と、構想力を欠いた状態では、現実の政
策状況から政策研究がますますかけ離れていく
と警鐘を鳴らしている（同上：107）。
　とはいえ、松下は決して専門性を軽視してい
た訳ではないことも確認しておきたい。彼の

「政策型思考」においては、専門性に依拠した
「予測」が枢要な地位を占めるものとして挙げ
られていたことからも、これは明らかである。
また、後房雄が指摘するように、松下にとって
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重要だったのは「政策形成」ではなく「政策選
択」であったという点も重要である（後2017：
21）。松下にとっての「政策型思考」とは、党
派性とは決して無縁ではなく、むしろそれに支
えられた評価を意識しつつ、市民文化との連携
を保ちながら社会を構想するものであると、さ
しあたっては言うことができよう。
　足立と松下の指摘はそれぞれ、合理的な政策
の発想のみでは判断ができないという点と、実
社会から乖離しかねない合理主義の行き過ぎの
戒めや、政策判断の背後にある「党派性」の問
題に目を向けることの重要性を指摘しており、
楽観的なEBPM論を斥けるだけの十分な説得
力がある。
　こういった「政治」理解を更に推し進めて展
開しているのが那須耕介である。那須は、「一
元的な指揮命令系統にもとづく管理統制でも無
原則的で場当たり的な『状況』への適応でもな
い、内発的で有機的な分業の連関が生じる」（那
須2005：309）という、ボトムアップ一辺倒で
もトップダウン一辺倒でもない、政治の像を描
き出した上で、これが成立するには「政策過程
への関与者たちのあいだで意思疎通と相互了解
の基盤としてなんらかの統合的な自己了解が共
有されてい」る必要があるとする（同上）。これ
に支えられた発想や判断の在り方が那須の規定
する「政策的思考」である。
　那須は、松下の議論を踏まえつつ、更にピー
ター・J・ステインバーガーの議論を援用する
ことで、政策的思考の議論を深化させている。
那須は、政策的思考を政治的思考の一種と捉
え、「関係世界としての政治社会の創出と維持・
更新をめがける政治的思考の一種」（同上：337）
として素描している。その重要な役割は「政治
社会の自同性の更新や創造にかかわる作業」（同
上：331）におかれることとなる。更に那須は、

政策的思考には「内在の水準」（公共的問題の探
求と提示）と「関係の水準」（政策が公共的機能
をはたしうるための、目的・手段の具体的構想
と批判的吟味）（同上：338-339）があるとする。
　EBPMの観点から言えば、ここで提示されて
いる「関係の水準」という観点が重要である。
そこでは、政策が公共的な統合機能をもつかど
うかという点が焦点となり、「わたし達」とし
てのまとまりをいかに維持するかという論点に
加え、人々が日常的に抱く違和感や漠然とした
願望を素材にし、政治社会の在り方にいかにそ
れらを反映させるかという政策的構想力にかか
る要素も存在するからである。これらを踏まえ
た時、「政治的思考」の「未来志向的な観点」（同
上：337）も重要となる。EBPMが「脱政治」を
標榜して「政策過程の合理化」を目指す時にそ
ぎ落とされてしまうのは、こういった政治的な
構想力や、それによって支えられるはずの公共
性や共同性の観点であろう。政治を合理的な問
題解決を妨げる要因としか捉えられない場合に
は、EBPMを推進する論者らの意図とは別に、
民主主義の棄損に加担してしまいかねないので
ある。
　ここまでの議論をまとめると、「政策的思考」
は、EBPMとの関わりで次のような論点を提供
できる。まず、政策的思考が戒めてきた「政治
嫌悪」の誤謬である。政治にしか解決できない
問い（足立）、党派性が「科学的」な議論に隠蔽
される可能性（松下）、そして、構想力を発揮し
うる政治の排除による政策議論の空洞化（那須）
が指摘される。政策的思考の観点は、「可能性
の芸術」としての政治の潜在力を残しつつ、合
理的な問題解決を民主社会において実装する手
がかりを提供する。
　要するに、EBPMが排除を企てる、利害調整
に代表されるようなものにとどまらない要素を
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政治に認めるのが、政策的思考のポイントの一
つなのである。そこには、政策の構想力や想像
力を創出する源泉がある。もちろん、正確な
データや研究に基づいた政策議論は必要であ
り、それによって革新的な政策が生まれる可能
性も大いにある。しかし、価値観の転換も含め
た政策を立案する上では、政治とのかかわりを
考慮に入れながらも、構想力に富んだ発想が必
要とされる（中道2014：148-151）。
　ただし、だからといって政治を、いわゆる「い
い面」と「悪い面」とに切り分け、「いい面」
だけを活用することは現実には難しい上、理論
的に好ましくもない。政治の目的を、「むき出
しの暴力の噴出を何とか回避しようとするこ
と」（足立2009：183）に求めるとするならば、
取引や利益供与といった手法も、最悪の結果を
免れるための一手法である。それにより、無用
な分断が回避され、社会の連帯が強固なものに
なることがあるのを鑑みれば、調整としての政
治の役割は重要なものだと言えよう。
　同時に、私益のみを追求するだけで事足りる
という、楽観的な見立てを額面通りに受け止め
る必要もない。公共心や公共的美徳といった要
素を社会に根付かせることもまた必要であろう

（同上：200-204）。このような営為を通ずるこ
とによって、政策形成にかかわる人々の政策的
思考の在り方を改善していくことも目指される
べきなのである。
　このように、政策的思考の議論は、合理的な
問題解決を妨げる要因としてしばしばやり玉に
あがる政治を多角的な視点から捉えなおす視点
を提示していると言えよう。次節では、公共政
策学の知見を更に発展させ、テクノクラシーの
観点からEBPMをとらえ直し、新たな論点を
提示する。

5．テクノクラシー論再考：計画批判か
ら知識論へ

　ここまでの議論で我々は、公共政策学に関係
する様々な要素について検討してきたととも
に、政治を必ずしもネガティブなものと捉え
ず、むしろ、その潜在力にも注目してきたこと
を確認した。これらを踏まえ、本章ではEBPM
が内包するテクノクラシー的な側面─民主主
義を軽視し、専門家による一元的な支配を肯定
する要素─に関して考察する。
　なぜ、知識創出とテクノクラシーをここで論
じる必要があるのであろうか。それは、公共政
策学が民主主義の改善を志向する学問であるか
らに他ならない。確かに、現行の民主主義の在
り方については、「民意の近視眼性」をはじめ
とした問題が山積しており、手放しでそれを礼
賛することは躊躇われる（足立2016：68）。
　しかしながら、公共政策学は専門家をはじめ
とした一部のアクターに全ての決定を委ねるテ
クノクラシーを肯定してきたわけではない。だ
からこそ、市民の政策に関する知識や徳の涵養
といったことも、公共政策学のミッションの一
つとして論じられてきたのである（土山2018：
86-88）。
　医学と公共政策の類推でも指摘されてきたよ
うに、公共政策学においては、専門家が支配的
な役割を果たすことに関して議論が積み重ねら
れてきた。そこでは、アクターとしての専門家
が注目され、シンクタンクの果たす役割などが
中心的な主題であった（秋吉ほか2015：30-
32）。ここにおいては、「政策過程の合理化」の
是非について議論が展開されてきたと言ってよ
い。
　EBPMにおいても、アクターとしての助言機
関や専門家に関して議論がなされてきた。この
観点からすれば、問題となるのは政治体制、政
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治システムにおいて、民意の入力を受け付けな
い仕組みが形成されることであろう（土佐
2012：291-300）。このような政治の在り方が、
今日で用いられる「テクノクラシー」の内容だ
とひとまずは概括できる。
　このような専門性の在り方─民意と隔絶し
て政策に影響を及ぼす機関や組織の存在─
は、EBPMにとってはむしろ好ましいとさえ見
られてきた。なぜなら、党派性から独立した機
関や専門家による助言でなければ、エビデンス
が歪んで解釈される恐れがあるからである。こ
こにおいて、民意を重視する民主主義の在り方
と、専門性を重視する行政の理論の対立が生じ
る（Lentsch and Weingart, 2011; Thaa, 2013）。
　この課題をいかにして解決するかは重要であ
るが、EBPMはこういった体制論にとどまらな
い論点を提供していることも注目しなければな
らない。それは、EBPM研究において重要な位
置を占めている、科学論及び知識論である。
　最近のEBPMの議論では、上述したヒエラ
ルキーではなく、多様な社会科学の方法論を踏
まえた上で、それぞれの特性を鑑みて政策に活
用する理路が示されている（Stoker and Evans, 
2016）。EBPMを推進するためには、こういっ
た科学や方法論を政策に応用することが不可欠
となるが、そこでは政策に役立つ研究を行うこ
とが推奨される。実際、米英のEBPMの取り
組みでも、研究機関の設立や支援などによっ
て、政策に資する知識を創出する仕組みがつく
ら れ て い る（ 内 山 ほ か2018； 津 田・ 岡 崎
2018）。このように、EBPMは、政策に関する
知識の創出そのものにも影響を及ぼしている。
この論点は、公共政策学が従来、注目してきた

「政策過程の合理化」だけでは十分に扱うこと
ができない（4）。なぜなら、公共政策学において
は、知識の創出をテクノクラシーと結びつける

議論よりは、計画（5）に対する批判が主となって
きたからである（6）。
　EBPMの推進は、政策や政治にかかわる研究
の在り方そのものにも影響を与えうる。それ
は、社会が変動していく中で要請される知識の
在り方も変わっていくこととも関連している

（Lewis, 2003）。そのような変動する政策のニー
ズに対応して、研究支援を政府が選別して行う
ことは、政治体制そのものを支える知識の在り
方に政治が介入することを意味する。踏み込ん
で言えば、EBPMは、知識や専門性の創出その
ものを政策のニーズにあわせて統御するとい
う、「政策に基づく証拠」の側面をも備えてい
る（7）。
　医学と政策の類推を再度、用いれば次のよう
に言うことができよう。すなわち、政策に関す
る知識は、人体のような物体ではなく、社会や
政治といった漠然としたものを扱う。あえて言
うならば、「社会」という、捉え方が一様では
ない「患者」を診察しようとする行為である。
それは、「社会的なるもの」としか言いようが
ないものを、あらゆる方法論を動員して描出し
ようとする試みである。しかし、ここには一つ
の循環構造が潜んでいる。ある政策にまつわる
知識が社会をあるかたちで素描するとき、社会
はそのようなかたちで認識され、把握される。
ある分析枠組みが、客観的に存在する社会の一
側面を明らかにするのではなく、それそのもの
が社会をかたちづくっていくのである。これ
は、第三節で述べた、エビデンスの客観性をめ
ぐる議論と軌を一にしている。
　では、そのような知識は、どのようにして生
まれるのだろうか。一般的に言えばそれは、研
究者や学会によって形成される。しかし、今日
の民主主義社会では、ある知識が政策に採用さ
れるためには、単にアカデミズムで評価される
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だけでは十分ではない。なぜなら、大衆化した
現代社会において、市場メカニズムの洗礼を受
けなければならないからである（佐伯1995b：
107-108）。この観点に従えば、専門家による支
配、専門知による民主主義の圧迫という像は、
一面的であることが分かる。なぜなら、既に知
識や専門性は市場メカニズムという民主的なシ
ステムの洗礼を受けた上で支配的な地位を築い
ているからである。そういった知識が支配的な
地位を得ている根拠は、現実を忠実に反映して
いるからではない。そうではなく、どういった
知識が「正しい」かをめぐる政治闘争、談話的
闘争を通じて、その優位性が確立されると見る
べきであろう（清水2017）。そして現在、その
優位性を獲得しやすい、社会のニーズに適合し
ている知識がハウツー的な知識なのである。
　これらの議論を踏まえると、EBPMは、知識
をめぐる社会のシステムの在り方そのものを変
革しようとする企てだとも言える。医学と政策
の決定的な違いは、その専門性の高さの有無や
知識の確かさや価値の介在ではなく、その循環
構造、再帰的な在り方にこそあると言わなけれ
ばならない。換言すれば、政策が設定する問題
の立て方や採用されるエビデンスの中身そのも
のが、問題を規定するという側面がある（杉谷
2020a: 83-84）。EBPMのテクノクラシー的な側
面は、単にあるアクターが強い力を持つという
ことや、民主的な手続きを軽視するというだけ
ではない。それは、政策的知識に介入すること
で、「現実」そのものの見方や議論の在り方に
影響を及ぼすという、いわば「政策そのものの
合理化」も、「政策過程の合理化」も超越した、

「メタ的」なテクノクラシーを招来しかねない
のである。

6．結論と課題
6.1　�まとめにかえて：EBPMの今後の展開に向
けて

　本論文は、EBPMと公共政策学の関係で、次
の四つの点について論じてきた。
　第一に、政策の合理化を目指す動きである
EBPMが考慮しなければならないコンテクスト
について論じた。コンテクストを踏まえること
で、どういった条件がEBPMを推進する上で
阻害要因となるのか、あるいは、むしろそれを
効果的なものにするのかといった点を考察する
ことができるようになる。EBPMの観点から言
えば、研究成果の蓄積だけでなく、政策デザイ
ナーの力量も関係することも示唆した。
　第二に、公共政策学が提供する、政策過程に
関する知見がEBPMを実現する上でも示唆を
与えるという点である。政策過程は往々にして
非合理的で、専門家の意見を無視した決定がな
されることがある。このような政策過程の性質
を専門家側も理解しておくことが、EBPMの推
進には不可欠なのである。
　第三に指摘したのが、政策的思考とEBPM
の関係である。EBPMにおいては、政治は乗り
越えるべき障壁、ないしは理解した上でうまく
付き合う対象であった。それに対して政策的思
考が提供する視点は、政治がもつ構想力や、政
治の機能である公共性の形成や錬磨など、
EBPMが重視していない側面を政治に見出す視
点である。そこには、政策が必要とする合理性
と政治の論理にどう折り合いをつけるかという
論点が潜んでいる。この点については、EBPM
を推進するには、政治の強力な後押しが必要不
可欠であるという厳然たる事実も関連してい
る。
　第四に述べたことは、EBPMが知識の活用だ
けでなく、創出にも影響を及ぼそうとしている
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点である。このことを考慮に入れれば、従来は
政治体制論や参加論でテクノクラシーを掣肘し
ようとしてきた従来の政治理論の限界を見出す
ことができよう（杉谷2019）。知識が社会に受
け入れられ、それを人々が受け入れた時、そこ
に権力やヘゲモニーが生じ、世界の在り方その
ものに影響を及ぼすようになる（清水2020：
142-144）。EBPMは、このような知識の影響力
を駆使しつつ、合意形成の在り方をも変革する
潜在力をも秘めているのである。
　以上の検討から明らかになったことは、
EBPMの動きは、最初に挙げた「ヒエラルキー」
にそぐわない議論は考慮しない路線は早々に放
棄しているということである。「ヒエラルキー」
はあくまでも、理想的なエビデンスの在り方を
示しているのであって、それにのみ従って政策
立案と政策決定を行うのは現実には困難である
という実務上の課題がまずある。加えて、社会
という不確実性を伴った意思決定においても、
多様なエビデンスを考慮に入れることが重要と
される（Montuschi, 2009）。その考慮は、単に
科学的な妥当性だけでなく、民主主義の価値観
も反映されたものでなければならないだろう。
エビデンスの多義性と多様性を認めつつ、現実
の政治の枠組みとどのようにして整合性を保つ
かが問われなければならない。
　たとえば、民主主義のルールの一つである多
数決や、政治的平等は、EBPMを阻害する要因
だと考えられる（Young, 2011: 23-25）。こういっ
たルールを無視していいわけではもちろんな
い。EBPMを推進する上では、これらの民主的
統制と専門性の関係が問われることとなる。こ
れらの点を考慮に入れた上で、知識の在り方に
関しても思慮深い議論を心掛けなければ、
EBPMの推進はテクノクラシーに加担するとい
う誹りを免れないだろう。

　本論文は、EBPMの推進にあたって公共政策
学が貢献しうる点について検討を加え、EBPM
の今後について考察した。公共政策学において
は、EBPMの検討はそれ程盛んになされている
訳ではなく、むしろ経済学分野での議論の深化
が著しい。それらは優れた研究手法の開発や、
新しい政策の知見の創出など、目覚ましい成果
を挙げつつあるが、反面、一部のEBPMの議
論は過度な楽観論に流れている傾向が見られ
る。公共政策学は、政策のリアリティをより詳
細に把握するフレームワーク作りに励んでき
た。その知見はEBPM推進においても大いに
活用されるべきであろう。

6.2　残された課題
　本論文では、EBPMの具体的な取組みについ
ては検討を加えることができなかった。した
がって、公共政策学の理論が、実際のEBPM
の推進や実践に対して、どのように貢献できる
のかという点については、本論文が明らかにで
きたとは言い難い。実際のケースなどを分析対
象として、議論を進めていく必要がある。今後
の課題としたい。
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注
（1）　これについては、政策に携わる人間の専門性

が、医学に比して社会的に確立も認知もされて
いないということも関連している（Adachi, 
2017）。

（2）　チャールズ・ディケンズの有名な小説、『ク
リスマス・キャロル』の登場人物であるスクルー
ジに着想を得た言葉である。スクルージはあら
ゆる理想や綺麗事を嫌う冷酷無比な守銭奴であ
る。政治に対する一切の理想を捨てたニヒリス
ティックな態度を、このスクルージの人生観に
重ね合わせた言葉である。

（3）　この点は、日本におけるEBPMについての初
めての体系的な著作である大橋弘編著（2020）の
構成にも表れている。本書は、日本における
EBPMの実装に携わった官僚と、それを支援し
てきた学者らによる編著であり、内容も極めて
充実している。にもかかわらず、そこには
EBPMを可能ならしめる筈の権力を保持してい
る「政治」についての記述がほとんど見られない。

（4）　知識論と政策の関係について論じた例外的な
研究が山川雄巳によるものである。山川は、政
策研究の課題を二つに分ける。一つ目が政策課
題に関する研究であり、二つ目が政策研究の理
論的・方法論的な課題である（山川1993：21）。
一つ目の研究に関して山川が提示しているのが
調査研究である。これは、EBPMの文脈でも指
摘されている、統計整備などが該当するだろう

（砂原2017）。二つ目の研究に関しては、価値や
規範の問題と、因果論理を含めた実証的な側面
があることを指摘する（山川1993：29）。山川は、
これらの政策研究の在り方を包括的に論じるフ
レームワークとして、ウェーバーやパーソンズ
といった社会学の視点を提示しているが、政策
研究がどういった知識の創出に関わるかという
観点を論じた数少ない視点だと言える。

（5）　計画という言葉も多義的な意味合いをもつ
が、山川雄巳によれば、「〈〈計画〉〉とは、一定
の目的・目標体系との関連における組織的活動
の最適統合化のために、活動の実施にさきだっ
てあらかじめ体系的に調整され設定された行動

指針の体系」だとされる（山川1980：46）。
（6）　この点について、公共政策学では、「アイアン・

コントロール」と対比し、「クラフト」（工芸）や
「アート」（技芸）と評される政策の捉え方が提示
されている（秋吉ほか2015：19-20）。

（7）　「政策に基づく証拠（Policy-based Evidence）」
という言葉は、一般的には、EBPMを皮肉を込
めて言い換えた用法として用いられる。その意
味するところは、エビデンスを政治が都合よく
解釈する、あるいは、既存の政策にあわせてエ
ビデンスを取りそろえる、という事態である（大
橋2020：13；金子2020：35）。しかし、本論文
がここで用いている用法はそれとは異なり、エ
ビデンスもまた社会に埋め込まれたものであ
り、政策に適合するためにはそれにあわせた研
究デザインや提示の仕方が必要になるというこ
と を 示 し た も の で あ る（Strassheim and 
Kettunen, 2014）。
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