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1. はじめに─日本におけるEBPMの展開

本論文の目的は、日本において「エビデンスに
基づく政策形成（Evidence-Based Policy Making、
以下、「EBPM」と記す）」として推進されている
行政事業レビューの取組みに焦点を当て、その
実態を検討して課題を明らかにし、それを踏ま
えた論点を検討することにある。

EBPMとは端的に言えば、「科学的根拠に基づ
いた政策立案を推進する、アカデミズムと政治
領域にまたがった運動」（Bache, 2020, p.4）であ
ると定義される。そこでは、「ランダム化比較試
験（Randomized Control Trial、以下「RCT」と記
す）」を大量に解析する、システマティック・レ
ビューが最も重要度の高いエビデンスであると

されている（井伊他2019、p.136）。近年、行動経
済学を中心に、実験を用いた経済学の知見を政
策に活用する機運も高まっており、EBPMを後押
ししている。
この趨勢に対して、日本におけるEBPMは、統
計改革と関連づけて進められてきた（古矢2017）。
あわせて、統計委員会や内閣府、総務省も統計
改革に向けて動き出し、2018年には統計法の一
部改正が実現し、EBPM推進に資するデータの利
活用などに関する制度が整備されている（金本
2020）。
この統計改革の流れを受けて進められてきた
のが、「EBPM三本の矢」と呼ばれるものである。
この言葉は、2017年の「EBPM推進委員会」の会
議の場で、三輪芳朗内閣府大臣補佐官（当時）

【研究論文】

行政事業レビューにおける EBPM の実践についての考察

杉谷　和哉
京都大学／国際高等研究所

sugitani.kazuya.85w＠kyoto-u.ac.jp

要　約

行政事業レビューにおけるEBPM推進は、ロジックモデルの作成による事業の吟味という取組みによっ
て行われている。これに関しては、実験や高度な統計分析などが行われていないため、EBPMの本旨に即
していない、とみる向きもあるが、この見解は行政事業レビューの特性や目的を考慮できていない点で問
題がある。本論文では、行政事業レビューの位置づけを明確にした上で、2019年度の行政事業レビューの
事例を検討した。その結果、行政事業レビューの課題として、①外部有識者の問題意識に影響されるとい
う点、②掲げているインパクトが「政策」や「施策」も含めたものになっている点が明らかになった。こ
れらの課題を示しつつ、行政事業レビューの特性を活かし、その他の取組みと役割分担をした上で、教
育・啓蒙的な効果を重視することが重要であることを示唆した。

キーワード

EBPM（エビデンスに基づく政策形成）、行政事業レビュー、政策評価、ロジックモデル

日本評価学会『日本評価研究』第21巻第1号、2021年、pp.99-111



杉谷　和哉100

の発言にあり、政府文書でたびたび用いられて
きた（EBPM推進委員会2017、pp.4-5）。その内容
は、「経済財政再生計画の点検・評価」、「政策評
価」、「行政事業レビュー」の三つである（内閣
官房行政改革推進本部事務局2018、p.1）。
一つ目は、より正確には、「経済・財政再生計
画における重要業績評価指標（KPI）整備」であ
る。具体的には、経済財政諮問会議事務局が所
管する計画策定などに関するKPI指標の整備であ
る（小池・落2020、p.16）。これは三本の矢のう
ち、統計改革と最も関連が深い。また、「第一の
矢」の取組みは、必ずしも統計指標の整備にと
どまるものではなく、二つの政策を対象に、研
究プロジェクトが立ち上げられ、実証分析も行
われている（村上2018）1。
二つ目の「政策評価」に該当する総務省の実
証的共同研究は、本格的なインパクト評価の導
入なども試みられている（木村2019）。内容とし
ては、準実験デザインを用いた政策のアウトカ
ム把握や、統計分析などである2。
これらに対して、「第三の矢」である行政事業

レビューにおけるEBPMの推進は、2017年度から
「試行的検証」と題して開始されている。具体的
には対象となった事業に対して、ロジックモデ
ルによる検討と吟味を加えるかたちで行われて
いる（小池・落2020、p.57）。
行政事業レビューがEBPMと関連付けられたき
っかけは、2014年の経済財政諮問会議が提出し
た、いわゆる「骨太の方針」において、「データ
や定量的な指標の更なる活用を通じ、客観性の
視点を強化する」として挙げられたことに端を
発する（経済財政諮問会議2014、p.31）。
「三本の矢」のうち、行政事業レビューにおけ
る取組みは、EBPMが標榜する厳密な評価を行っ
ていないので、しばしば議論の的になってきた。
たとえば、自由民主党の「行政事業レビューチ
ーム」の提言では、「より強固な因果関係の推定」
ができていないことが、課題として指摘されて
いる（自由民主党行政改革推進本部2020、p.1）。
ただし、こういった批判は、行政事業レビュ
ーの特性についての理解が十分ではない点で問
題がある。行政事業レビューはそもそも、政策
の正確なインパクトを測定することを目的とし

ておらず、業績測定を用いて、無駄を削減する
ことに重点がおかれている。このような特性を
理解せずに論評を加えることは、不毛な「ない
ものねだり」でしかない。EBPMを後付けで行政
事業レビューに組み込んだことによる弊害と混
乱がここに見られる。
この問題は、逆に行政事業レビューにおける

EBPMを評価する立場にも見られる。この立場に
よれば、高度な手法を用いた政策評価は手間が
かかり、実行が難しいため、いわば「現実的」
な手法として行政事業レビューが肯定的に捉え
られる（森田2019、p.27）。しかし、こういった
立場もまた、手法の特徴や性質を踏まえたもの
であるとは言い難い3。
したがって、EBPMの本旨は、行政事業レビュ

ーの特性とかみ合っておらず、何を重視して取
組みを進めるかを整理する必要に迫られている
と考えられる。このことを踏まえ、本論文は行
政事業レビューにおいて推進されているEBPMが
いかなるものであるかを明らかにした上で、
EBPMと行政事業レビューの関係を整理し、今後
の展望を提示することを目的とする。
本論文の構成は次の通りである。最初に、

EBPMに関しては多様な議論があることを確認す
る。次に行政事業レビューの特徴を概観し、2018
年度の行政事業レビューに参加した研究者らに
よる先行研究を見る。これらの先行研究を踏ま
え、2019年度の行政事業レビューから、EBPMの
推進にとって、特に重要な含意を引き出せるケ
ースを取り上げる。具体的には、①外部有識者
の問題意識に影響されるという点、②掲げてい
るインパクトが、事業にとどまらず、「政策」や
「施策」も含めたものになっている点、である。
これらの含意を踏まえ、行政事業レビューにお
いてEBPMを推進する上で勘案すべき事項を提示
する。

2. 先行研究の整理

（1）EBPMの二つの種類
既に述べたように、EBPMの本旨は、科学的に

厳密な手法を用いて、有効性の高い政策を推進



行政事業レビューにおけるEBPMの実践についての考察 101

することにある。これは、「何が役に立つのか」
（What Works?）を明らかにするというスローガン
にも表れている（Boaz, et.al 2019）。EBPMの本旨
に従えば、政策のインパクトを厳密に特定し、
その因果関係が明らかにするものをエビデンス
と捉えるべきであり、他の情報は明確にランク
付けされ、質の高いエビデンスと比して劣位に
おかれる。
しかし、EBPMと一口に言ってもその内容は多

様でもある。たとえば椿広計（2018、pp.2-6）は
EBPMの源流に、①19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）、の三つがあると述べる。このうち、①
と③は、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もので、本論
文では「狭義のEBPM」と呼ぶ。
翻って、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指摘し、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、p.7）。ここには業績測定による業績
管理型のマネジメントも包含される。これらの
取組みを、本論文では「広義のEBPM」と呼ぶ。
行政事業レビューにおいて推進されているの
は、この「広義のEBPM」に該当する。なお、米
英においても、EBPMをめぐる「エビデンス」の
内容そのものが多様になっており、EBPMがいわ
ば、「広義」と「狭義」の両輪で推進されている
のは、日本だけではない（小池2020、p.71）。
本論文は、「広義のEBPM」として運営されて

いる行政事業レビューが、「狭義」のEBPMの立
場から見れば不十分だとする見方を斥け、ツー
ルや制度の特性を踏まえた上で、EBPMの中の位
置づけを考えるべきだとする立場をとる。

（2）行政事業レビューの位置づけ
現在行われている行政事業レビューは、民主
党政権時に開始された「事業仕分け」をその起
源に持つ（西山2019、pp.147-149）。
行政事業レビューの取組みは、事業仕分けを

発展、深化させたものだとされる。その手法は、
定められたレビューシートに従って事業の情報
を記載し、それを基に担当者と評価者が口頭で
問答を重ねるというものであり、事業仕分けを
踏襲している。
行政事業レビューについては限界も指摘され
ている4。一点目は、行政事業レビューが「問答
による評価」を行っている点である。ここでは、
その前身である事業仕分けについての窪田好男
の指摘が重要である。
窪田によれば、事業仕分けのポイントの一つ
は、口頭による問答での評価を実施しているこ
とである（窪田2016、p.50）。この背景には、「公
共政策の担当者と問答をすれば、必要性や有効
性、そして必要なら改善策は低コストで比較的
容易に明らかにできるという発想」が存在して
いる（同上）。
窪田が続けて述べているように、この手法は
限られた時間で外部評価者が対象事業について
判断を下すというシンプルなものであるため、
政策体系の一部しか吟味できないという欠点が
ある。また、参加している有識者の発言や意向、
関心が大きく反映されてしまう側面もある（西
山2019、p.167）。これらの点は、事業仕分けを踏
襲する行政事業レビューにも引き継がれている。
二つ目の点は、各担当の省がそれぞれ個別の
事業を対象とするため、セクショナリズムを助
長する点である（山谷2012、p.153）。事業レベル
での検討は、政策体系で言う「政策」や「施策」
を評価する視点も持たない。にもかかわらず、
ロジックモデルには「政策」や「施策」も含ん
だインパクトが記載されることが多々あり、評
価を困難なものにしている。
第二次安倍政権では、EBPMを推進するため、
統計改革の推進とともに、行政事業レビューを
活用することが示された（経済財政諮問会議2016、
p.33；統計改革推進会議2017、p.7）。これを受け
て、行政事業レビューにおける「EBPMの試行的
検証」が2017年度より開始され今日に至ってい
るが、これら二つの指摘は、ロジックモデルが
活用されるようになった後も変わりなく課題で
あり続けている。以下では、2018年度と2019年
度の行政事業レビューにおける実態を見ること
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で、この点を確認する。

（3）2018年度行政事業レビューの研究
2019年に刊行された学術誌『CUC view & 

vision』 において、「EBPMと行政事業レビュー」
という特集が組まれた。そこではEBPMと行政事
業レビューに関して四つの論文が収録されてい
る。いずれも優れた先行研究のため、以下では、
それぞれの論文を概観する。
佐藤主光（2019）は、国土交通省の2018年度
の行政事業レビューで取り上げられた、国土交
通省の所管である「離島振興に必要な経費」を
取り上げている。佐藤はこの事業に関して、本
来であれば事業を実施していない離島と、事業
を実施した事業との差について分析などが加え
られるべきであると指摘する（同上、p.9）。これ
は、いわゆるRCTのような手法に基づいた評価が
必要であるとするものである。また、離島振興
に関する事業のインパクト測定にあたっては、
省庁横断的に評価をすべきだとも述べられてい
るほか、統計データの整備の必要性にも触れて
いる（同上、p.10）。
永久寿夫（2019）は、農林水産省の2018年度
の行政事業レビュープロセスを取り上げ、EBPM
が前提となっていない、既存の行政事業につい
てロジックモデルを作成することの限界を指摘
している。対象となった農林水産省の事業であ
る「国産農産物消費拡大対象事業のうち健康な
食生活を支える地域・産業づくり推進事業」に
関して、目標である「消費の拡大」を目指す上
で、機能性食品制度の拡大が必ずしも合理的な
手法ではないと指摘する（同上、p.15）。一般食
品や他の保健機能食品の市場拡大の方が農林水
産物全体の消費拡大に資する可能性もあるから
である。そして、機能性表示食品の価格帯の高
さに、普及が進まない原因があるのではないか
と考察している。
永久は以上の指摘を踏まえた上で、事業が設
計された当初に講じられていた手段が適切なも
のではない場合、ロジックモデルを再構築した
ところで望む効果は得られないことを指摘して
いる（同上、p.18）。事実、当該事業は目標とし
ていたアウトカムを得ることはできていない。

大屋雄裕（2019）は、2018年の経済産業省の8
つの行政事業レビューのうち、4つの事業につい
て議論のとりまとめを行った経験を踏まえた上
でEBPMについて論じている。
大屋はそこから、「EBPMに基づく行政事業の
評価という試み自体が一個の『事業』であり、
そのような取組み自体が一定の実践経験をもと
に可能性・限界・制約・有用性等々について検
証し評価することが可能な段階へと到達しつつ
あるのではないか」（同上、p.24）と述べ、行政
事業レビューにおけるEBPMの在り方に関して
も、PDCAサイクルを確立するという、いわばメ
タ評価の必要性を提示している。
伊藤伸（2019）は、文部科学省の「研究大学
強化促進事業」を取り上げている。この事業は、
日本の大学の研究力の低下を受けて、「URA
（University Research Administrator）」をはじめとし
た研究マネジメントに関わる人材を大学へ配置
するものである。この事業のアウトカム指標に
は、URA人材の人件費の自主財源化が掲げられ
ていたが、伊藤はこれを適切なアウトカム指標
ではないと指摘する（同上、p.29）。なぜなら、
この指標だとURAの「量」の問題しか測定でき
ず、「質」の観点からの評価ができないからであ
る。
また、この事業のインパクトとして掲げられ
ている論文数などによる採択機関と非採択機関
の比較について、母集団が13と限定的なため、
統計的な厳密性の観点から比較が難しいとの指
摘があった。伊藤はこれに対して、「EBPMにそ
こまでを求めようとすると、事業の立案、もし
くはアウトカムを捉えることに膨大な業務量を
費やさなければならなくなる」（同上）と述べた
上で、まずはロジックモデルを構築することに
意義があるとしている。
これら四人の論者の議論は、行政事業レビュ
ーにおけるEBPM推進の到達点と限界を示したも
のであり、いずれも大変興味深い。それぞれの
論点をあらためて整理すると次のように言える。

①単一の事業のみを見ることの限界
②統計整備の必要性
③「再ロジックモデル化」の限界
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④メタ評価的な視点の導入
⑤アウトカム指標の精緻化

いずれも重要な論点であるが、不十分な点も
ある。まず指摘できるのは、行政事業レビュー
が口頭による問答で評価が行われていることが
考慮されていないことである。統計指標の整備
なども、この手法を補完する観点から論じられ
るべきであろう。
また、①、⑤については、そもそも行政事業
レビューで提示されているインパクトが、「政策」
や「施策」のレベルである点が指摘されなけれ
ばならない。これは行政事業レビューの性質に
かかわる問題であり、事業担当者の努力だけで
は限界がある。
③については、ロジックモデルの作成が事後
評価においても重要な役割を果たすとの指摘も
あることを踏まえると、やや一面的にすぎる（大
橋2020、p.341）。ロジックモデルによって事業の
不備が判明するのであれば、その意義は十分に
あったと見ることもできるのである。重要なの
は、その検討結果を事業の改善に反映させるこ

とであろう。
以下ではこれらの論点と関連しつつ、まだ指
摘されていないEBPMと行政事業レビューの論点
について考察すべく、2019年度の行政事業レビ
ューの事例を扱う。2019年度のレビューでは、
文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産
業省、国土交通省の五つの省から、公開プロセ
スで扱われた事業についてEBPMと題した検証が
行われた5。本論文では、中でも行政事業レビュ
ーの課題がよく表れている二つの事例を取り上
げる。

3. 2019年度行政事業レビューにおけるEBPM

（1） 「船員雇用促進対策事業」
最初に取り上げるのは、国土交通省の「船員
雇用促進対策事業」である。本事業の概要は「船
員は、我が国の貿易量99.6％以上、国内貨物輸送
量の約4割の海上輸送を支える人的基盤であり、
優秀な船員の安定的な確保・育成は「海洋国家
日本」にとって必要不可欠なものである。特に、

（アクティビティ）
事業者による若年船員の確保・育成の促進を図る

①船員雇用促進助成金（H.20 ～）
事業者が若年船員を雇用して育成した場合に助成

②事業者連携・雇用促進助成金（H.29 ～）
自社船での教育訓練が困難なため、他の事業者に

教育訓練を委託し、若年船員を育成した場合に
次の通り助成

一般教育機関出身者 30 万円 
船員教育機関出身者 12 万円

（インプット）
【船員計画雇用促進事業】

令和元年度予算額：97 百万円
うち、船員計画雇用促進事業：49 百万円

（アウトプット）
船員経験のない若年者の教
育訓練費用の助成を行うこ
とにより、若年船員の確保、
育成（事業者の意識面・
コスト面の変革）を促進

（従来のアウトカム）
【海運業（外航及び内航）における高齢船員の退職
規模に見合う事業者あたり採用数の水準確保】（供給
ベース）

（アウトカム係る今後の方向性）
今後の内航海運を支えるために確保すべき船員数について、船員の供給面
のみならず、経済成長、人口変動、モーダルシフトの進展等の社会経済情
勢の変化、内航海運事業のあり方に関する検討（事業構造の変化、生産
性向上等）等についても、関連する変数として順次取り込み試算。他産業
における目標設定手法も参考。あわせて、年齢構成の割合等、全産業との
比較も目安として活用を検討。

（アウトカムイメージ）
【考えられる変数】

・輸送物資等の需要見込み（景気変動予測、人口変動等）
・事業構造の強化、船舶の大型化

・生産性向上（船舶輸送の効率化等）

図1　国土交通省所管の「船員対策雇用事業」のロジックモデル

（出所）国土交通省（2019b）を基に筆者作成
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国内の海上輸送を担う内航船員については、少
子高齢化が進展する中、高齢化が著しく進展し
ており、内航輸送の担い手たる船員の計画的な
育成及び確保が必要不可欠な状況である。この
ような背景の下、本事業は、新人船員を計画的
に確保し、育成する事業者に対する支援を中心
に、船員の雇用の促進に関し必要な措置を講じ
るものである」とされている（国土交通省
2019a）。図1はそのロジックモデルである。
本事業のレビュー結果は、6人中5人の有識者

が「事業の抜本的な改善」を求めるという大変
厳しいものになっている。以下、具体的な議論
の内容を概観する。
ロジックモデルをめぐっては、アウトカム指
標の中に、若年船員の採用数を入れるべきだと
いう意見や、継続年数についても対象とすべき
だという論点が提示されている。ただ、本事業
に関しては、外部有識者が産業全体の構造的な
問題を指摘したことによって、ロジックモデル
に沿って事業を吟味するというよりは、事業全
体の想定や産業構造の転換の必要性などに議論
が移った。
以下にその発言の一部を抜粋する。

この事業というのは、どう考えても、私か
らすると、業界の構造から来た結果に対し
て対策を打っているだけで、人がなかなか
来ない原因に対して対策を打っていないと
いうふうに思います。そういうふうに考え
ると、結果に対する、要するに、根本的な
原因が別のところにあって、その結果とし
て人が来ないという病状が出ていることに
対して、それに対していきなり対策を打っ
たからといって効果が出るとはとても思え
ない（国土交通省 2019c、p.4）。

その後、議論は一杯船主（一隻しか船を持っ
ていない船主）が6割を占めている産業構造の集
約にまで発展した。更に、船員の雇用環境とい
う、より根本的な課題を抱えていることが問題
視され、ロジックモデルの中で記されている「今
後の方向」についても、IoT化などを含めて、産
業を集約化しなければ実現できないのでは、と

いう指摘もされている。先の発言者とは別の有
識者だが、「そもそもで考えたら、やっぱり労働
者が来ない、しかも一般給与よりも高いけれど
も来ないということは、マーケットとしての魅
力がないからというふうになるのだと思うんで
すね」（同上、p.9）という発言もなされており、
労働環境の体質改善が問題として提起されてい
る。最初の問題提起を受けて、そもそもこの事
業は、国が補助すべき事業なのかどうか、とい
う点にまで議論は及んだ。更に産業の集約化と
いう点と関連し、補助金の導入が、非効率な企
業の淘汰を妨げているのではないか、という指
摘もなされている。

やはり国内の事情だけでこういう補助金を
出すことによって、極めて非健全な非効率
な産業構造を温存しているだけで、ゾンビ
カンパニーというか、補助金を出している
パラサイトカンパニーとしか思えないよう
なところになっていますので、やはりおっ
しゃるように、ある程度のより効率的な産
業に移行するための補助が必要であるかも
しれませんけれども、それが何かこの中に
語られてない中で補助金だけを出すという
ことは、あまりにも何か人がよ過ぎるとい
う感じはいたします（同上、p.10）。

本来は、若い船員の成り手を確保するために
行われた事業についてのレビューであったが、
議論としては、産業構造の変革が必要であると
いうことや、事業の公益性といった、より根本
的な点が議論の焦点になった。
行政事業レビューにおいては、必要性もまた
検証の対象になっているため、これらの指摘は
筋違いという訳ではない（行政改革推進会議
2018、p.4）。ただ、事業の構造そのものをめぐる
論点が妥当かどうかは議論の余地がある。発言
内容を見ても、参加している有識者の直感や経
験に依拠しており、EBPMが標榜するような、科
学的な知見に基づいた検証が実施されていると
は言い難いからである。
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（2）「天然ガス等利用設備金に係る利子補給金」
続いて取り上げるのは、経済産業省が所管す
る「天然ガス等利用設備金に係る利子補給金」
の事業である。図2は、そのロジックモデルであ
る。
当該事業は、石油などよりもCO2排出量の少な
く、不安定な中東情勢に供給を左右されない天
然ガスのメリットを鑑みた上で、その普及を促
進することを目的としている。この事業のレビ
ュー結果は、「事業内容の一部改善」が三、「事
業全体の抜本的な改善」が二、「廃止」が一とな
っており、厳しい評価が下っている。
当該事業は、天然ガスがCO2排出の少ない、ク
リーンなエネルギーであることや、中東リスク
が少ないことを踏まえ、その振興を目的として
設計された事業である。
議論の内容としては、設定されたアウトカム

（導管の敷設距離）について、ガスの販売量をア
ウトカムに設定するべきだと指摘されている。
加えて、ロジックモデルのインパクトについて、
温室効果ガスの削減に関するものへの指摘がな

された。

ロジックモデルの最後のインパクトに温室
ガスの削減量が 2013年度比 26％減とあるの
ですけど、これはこの事業だけのインパク
トではないわけですね。なので、この事業
のインパクトというのは幾らなのかという
ことを本来は抽出すべきかと思います。恐
らく相当低いのではないかなというような
気がするわけです（経済産業省 2019b、
p.42）。

この論点は、ロジックモデルにおいて掲げら
れている、インパクトが過大であることと関連
している。指摘されている通り、温室効果ガス
の削減という目的は、省庁横断的に取り組む必
要のある課題であり、なおかつ、この事業だけ
でどれだけの寄与があったかどうかを同定する
のも容易ではない。
また、インパクトを同定するには、単一の事
業だけでなく、他省庁の事業に加え、「政策」や

（インプット）
【H31当初】675 百万円
【H30当初】725 百万円

協力企業等
・日本政策投資銀行
・秋田銀行
・東北銀行
・北洋銀行
・岩手銀行

（インパクト）
ガス需要家の便益の増大

料金の低廉化
サービスの多様化・選択肢の増加

環境への適合
（環境負荷の低減）
【測定指標】

温室効果ガスの削減量
【2030 年度】2013 年度比▲26%

安定供給の確保
緊急時の強靭性の向上

（アクティビティ）
天然ガスを安定的に調達するために必要な
設備投資等に対する負担を軽減するための

利子補給の実施
【H31 見込】
675 百万円

（アウトプット）
利子補給金の交付
【測定指標】

利子補給金の採択件数
【H31 見込】148 件
【H30 実績】157 件
【H29 実績】168 件
【H28 実績】185 件
利子補給金の執行額

【H31 見込】675 百万円
【H30 実績】725 百万円
【H29 実績】828 百万円
【H28 実績】928 百万円

（中期アウトカム）
競争的な市場環境の整備

【測定指標】
新規参入者が参入している
供給区域内面積の割合
【R12目標】100%
【H31 見込】67.9%
【H29 実績】67.1%
スイッチング率

【H30 実績】8.2%
【H29 実績】3.3%

天然ガスシフトの着実な促進
【測定指標】
ガス販売量

【H31 見込】39301 百万㎥
【H30 見込】38903 百万㎥
【H29 実績】38665 百万㎥
【H28 実績】37792 百万㎥

（短期アウトカム）
ガス利用を支えるインフラの整備

【測定指標】
高圧導管施設距離

【H31目標】5700km
【H29 実績】5120km
【H22 実績】4586km

導管総延長
【H31 見込】268400km
【H29 実績】264326km
【H22 実績】249028km

ガス需要家数の拡大
【測定指標】

ガス事業者の供給区域内面積
【H31 見込】22999 ㎢

【H29 実績見込】22553 ㎢
【H22 実績】21518 ㎢

ガス事業者の供給区域世帯数
【H29 実績】40330 千戸
【H22 実績】36204 千戸

普及率
【H29 実績】49.4%
【H22 実績】48.5%

図2　経済産業省所管の「天然ガス等利用設備金に係る利子補給金」のロジックモデル

（出所）経済産業省（2019a）を基に筆者作成。
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「施策」も検証する必要もある。しかし、行政事
業レビューにおいてそれらを検討することはで
きない。この制約は、行政事業レビューがもつ
「セクショナリズム」的な側面とあわさり、ロジ
ックモデルによる検証を困難なものにしている。

4.  行政事業レビューにおけるEBPMの
課題

（1）行政事業レビューの課題
以上、2019年度の行政事業レビューの内実に
ついて検討を加え、①口頭の問答による評価の
ため、外部有識者に影響される点、②掲げてい
るインパクトが、事業だけでなく、「政策」や
「施策」も含めたものになっている点、の二つの
問題があるのを明らかにした。
ここであらためて、行政事業レビューの目的
について確認しておきたい。2013年の閣議決定
においては、「行政事業レビュー・・・を実施す
ることにより、各府省庁が所掌する事業のより
効果的かつ効率的な実施並びに国の行政に関す
る国民への説明責任及び透明性の確保を図り、
もって国民に信頼される質の高い行政の実現を
図るものとする」とされている（内閣官房行政
改革推進本部2013）。
ただ、この目的設定はやや総花的に過ぎる。
というのも、「効果的」というのは、プログラム
評価の区分に従えば、有効性に関わるものであ
り、「効率的」は「効率性」に関わる、それぞれ
別の目的だからである（南島2018、pp.204-207）。

EBPMとの関連で言えば、「狭義のEBPM」は
「有効性」を同定することに関心があるのに対し
て、「効率性」は、当該の政策の費用対効果を問
題にする。EBPMの観点から言えば、より重要な
のは有効性であり、効率性の優先度は高くない。
結局のところ、行政事業レビューは、EBPMが

本来目指すところの「有効性」の把握ではなく、
効率性やマネジメントに関わるものを扱うため、
行政事業レビューにEBPMの機能を持たせるのに
は限界があると言える。上述の事例を見ればわ
かるように、ロジックモデルの導入によっても、
この点は変化しなかったのである。

では、行政事業レビューにおけるEBPMは今後、
どのように推進されるべきなのであろうか。以
下では、この点を考える手がかりとなる、EBPM
を「改革運動」の一環として捉える見解を紹介
する。

（2）「改革運動」としてのEBPM 
小西敦が指摘しているように、EBPMの推進は
総じて定義、根拠が曖昧であり、各府省の積み
上げではなく、トップダウン的に推進されてい
る（小西2020、p.75）。このため、既存の評価制
度で得られたノウハウや知見が十分に活用され
ていないとされる。確かにこれは、EBPMを推進
する上で大きな問題である。
ただし、最近のEBPMに関する先行研究では、
担当者の教育や啓蒙のためのツールとしてロジ
ックモデルが論じられていることにも注目する
必要がある（大橋2020、p.337-342）。この見解は、
EBPM推進を「霞が関改革運動」の一環として捉
える見解とも軌を一にしている（田中2020）。
これらの見解によれば、日本のEBPMの在り方
は、厳密な意味でのEBPMを推進するのではなく、
あくまでも合理的な政策立案を目指すための実
践や方針の総称として「EBPM」という言葉が用
いられているとされる。これは実態にも即した
ものであろう。
行政事業レビューにおけるロジックモデルの
活用も、このような位置づけで捉えるのが適切
ではないだろうか。EBPMが志向する厳密なイン
パクト評価がロジックモデルによって実現でき
るわけではない。だからこそ、その効果として、
現場職員の教育や啓蒙の効果が強調されるので
ある。
次節では、これら、EBPMの現場の教育・啓蒙
的な役割を強調する立場を踏まえ、次節からは
行政事業レビューとEBPMの関係を整理し、改善
すべき点について指摘する。

（3）行政事業レビューとEBPM
行政事業レビューは、「狭義のEBPM」が標榜

するような、精緻な手法で有効性を同定する手
法ではないことを踏まえておくことが肝要であ
る。その上で、EBPMの一環として行政事業レビ
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ューを活用するのであれば、いくつか整理して
おかなければならない点がある。
第一に、業績測定との関係である。業績測定
と親和的な目標管理型の評価については、「狭義
のEBPM」との相性がよくないことが指摘されて
いる（金本2020、p.36）。目標管理型の評価では、
因果関係の検証がおろそかにされるからである。
そもそも、行政事業レビューの作業の中身は、
インプットされた資源の定量化と、それによっ
て得られたアウトプットとアウトカムの把握で
ある。上で挙げた二つのレビューにおけるロジ
ックモデルでも、定量化された目的に対して、
達成度を照らして評価していた。これは政策評
価で言えば業績測定に類する（小野2013、pp.23-
24）。業績測定は政策評価においては「実用志向」
に属しているとされ、その目指すところは政策
にかかわるマネジメントの改善である（南島
2018、p.187）。つまり、因果関係の検証は一義的
な目的ではないのである。
これに対して「第一の矢」と「第二の矢」は、

「狭義のEBPM」に近い取組みが行われている。
このことを踏まえれば、行政事業レビューの特
性を認識した上で、因果関係の同定は「第一の
矢」と「第二の矢」を担うことを明示し、行政
事業レビューはそれらを補助する役割に位置づ
けるのが妥当であろう。こういった整理を欠い
たまま、十把一絡げに多様な取組みを「EBPM」
と呼称することは、現場に誤解と混乱を招くこ
とになる。
第二に、ロジックモデルにおけるインパクト
の位置づけを明確にする必要がある。2019年度
の行政事業レビューでも見られたように、事業
の範疇を越えた過大なインパクトの設定は、ロ
ジックモデルを使いこなしたものであるとは言
い難い。セクショナリズムを排し、事業目的に
沿ったかたちで複数の事業を吟味する仕組みを
つくるのが望ましいのはもちろんだが、実現は
容易ではない。
さしあたって提案できるのは、行政事業レビ
ューにおいてロジックモデルを活用する上では、
事業そのもののインパクトを記載すべきだとい
うことである。事業全体を正当化するための大
きな目標としてのインパクトの設定は必要かも

しれないが、行政事業レビューにおいて評価を
実施する際には、注意深くそれを切り分ける必
要があるのではないだろうか。なお、ロジック
モデルそのものの質向上が必要なのも確かであ
る（小林2020、p.44-45）。今後、更なる考究と実
践の積み重ねが必要だろう。
第三に、「口頭による問答」によって生じる問
題である。2019年度の行政事業レビューで見ら
れたように、評価者の経験や知識にレビュー内
容が大きく影響される事態は、客観的な評価を
掲げる「狭義のEBPM」と整合的ではない。統計
データの整備などによって、議論や指摘に客観
性をもたせるのも重要だが、限界はある。また、
有識者の負担も考慮に入れると、本格的な分析
と提言を要求するのも現実的ではない。
考えられる方策は、有識者の選定を、その事
業に精通した専門家にするというものだろう。
現状では、様々な専門家を登用しているが、必
ずしも専門分野を重視した人選がなされている
と見受けられない面もある。研究者の研究活動
の内容などを踏まえ、口頭による問答であった
としても、高い質のやりとりが実現できるよう
な仕掛けが必要とされる。この方策は、担当者
や担当部局の啓蒙・教育にも資するだろう。
評価理論においても、プログラム評価と業績
測定は、お互いに相補的な役割を果たすという
見解に落ち着いている（南島2018、pp.188-190）。
行政事業レビューにおけるEBPMの実践について
は、この点があまり認識されないままに進んだ
ことから、先に挙げた自民党の提言のように、
その特性への理解を欠いた議論が生まれるもの
と考えられる。

5. 結論

行政事業レビューにおけるEBPMの推進は、既
に実施されていた制度にEBPMの理念を組み込む
ことで、ロジックモデルの活用に至っている。
本来的に行政事業レビューは、「狭義のEBPM」
が標榜するような精緻な手法による分析を行う
ことが難しい。業績測定やロジックモデルの活
用は、「狭義のEBPM」の視点からは不十分に映
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るのはこのためである。
しかしながら、担当者の知識や経験を培う点
で、行政事業レビューにおけるEBPM推進にも一
定の意義が認められる。強みや特性を踏まえた
上で、「広義のEBPM」の一環として行政事業レ
ビューを活用し、「狭義のEBPM」との棲み分け
と補い合いを企図する方が生産的だと言える。
もっとも、行政事業レビューそのものがもつ
課題も存在する。特に、事業ごとの検討によっ
て生じるセクショナリズムの問題と、口頭によ
る問答というスタイルがもたらす限界について
は、対処が難しい。
本論文が示したのは、これらの課題に対処す
るためには、行政事業レビューにおいて、「狭義
のEBPM」を目指すというよりは、事業担当者の
経験の蓄積や、担当部局の意識改善といったこ
とに重点をおくことであった。他の取組みとの
役割分担を明確化し、どういったアプローチで
事業を吟味するかを関係者とも共有することが
できれば、行政事業レビューはよりよいものに
なるだろう。いずれにせよ、「狭義のEBPM」の
観点から行政事業レビューの不十分さを論うの
にとどまらない視点が今後も必要とされている。

6. 今後の課題

今回は示唆的な論点を提示している二つの事
例を対象に検討を行ったが、行政事業レビュー
においてEBPMが試みられている事例は他にもあ
り、今後も増えていくことが予想される。これ
らについても、議論の内容を検討する必要があ
ろう。また、行政事業レビューにおけるEBPM推
進は、EBPM全体から見た場合にはごく一部にと
どまる。今後は他の取組みについても検討を加
えていきたい。
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注記

1 一つ目は文部科学省が所管する「多様な教育政策に
関する実証分析」である。これに関しては、「学級
規模等の影響・効果」の検証として、国立教育政策
研究所や、大阪大学などの研究者らの協力を得て、
各自治体が行っている学力調査内容の収集や分析な
どが行われている（内閣府2017、p.10）。二つ目が、
「生活保護受給者への就労支援施策の試行的分析」
であり、厚生労働省と東京大学の研究者らの連携に
よる実証分析が行われている（市村他2017）。

2 2018年度は「IoTサービス創出支援事業」（総務省）、
「女性活躍推進」などの四つが対象となり、2019年
度には、「財政教育プログラム」（財務省）などの三
つが対象となっている。たとえば、「IoTサービス創
出支援事業」の実施においては、政策評価の専門家
らとの意見交換を実施したほか、この施策を構成す
る一事業である「“止まらない通信網”を活用した
命をつなぐ減災推進事業」に関しては、徳島大学、
早稲田大学といった研究機関も「共同実施団体」と
して名を連ねている（総務省2019）。

3 政策を評価するには、RCTが最も優れており、それ
が実現できない場合に他の手法を用いるべきであ
る、とする主張は国内に限った見解ではない
（Weimer and Vining 2017: 295-296）。

4 田中弥生は、行政事業レビューの課題について、資
金の流れの解明と吟味と、事業の効果・効率性の解
明という、「双頭の目的」を掲げていること、評価
項目の抽象度が高いこと、定量化の問題、の三つが
あることを指摘している（田中2014、p.5）。これら
の論点はいずれも重要であるが、本論文の関心とは
異なるため、ここでは論じない。

5 公開プロセスにおいてロジックモデルの作成が行わ
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れた事業は、文部科学省の7事業、農林水産省の8事
業、経済産業省の8事業（これらの省は公開プロセ
スの対象となっている全ての事業を対象としてい
る）、厚生労働省の2事業、国土交通省の1事業の計
26事業である（EBPM推進委員会2019）。
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Abstract

The promotion of evidence-based policy making (EBPM) in administrative project review is intended to 
examine projects by creating a logic model. Some people think that this is not in line with the main purpose of 
EBPM as no experiments and advanced statistical analysis are conducted in this regard. However, such a view is 
problematic in that it does not take into account the characteristics and purpose of administrative project review. 
This paper clarifies the position of administrative project review and examines the case of administrative project 
review in 2019. The results reveal that the challenges of administrative project review are that (1) it is influenced 
by external experts' awareness of the issues and (2) its intended impact includes "policy" and "program." While 
presenting these issues, this paper emphasizes the importance of the educational and awareness-raising effects of 
administrative project reviews by leveraging their characteristics and sharing their roles with other approaches. 
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