
 

1 はじめに 

1.1 EBPMの定義と現状 

内閣府 1) によれば，Evidence-Based Policy Mak-
ing(EBPM)とは，政策の企画をその場限りのエピソード
に頼るのではなく，政策目的を明確化したうえで合理
的根拠(エビデンス)に基づくものを指す．政府では，
主に統計改革推進会議と EBPM 推進委員会において
EBPMの取組みが行われている． 

1.2 EBPMの問題点と本研究の目的 

統計改革推進会議を中心とした政策目標の数値化は，
そのバランスを失うと政策全体の失敗を招いてしまう
ことを，第 2章で詳しく述べたい．また，各省庁の連
携を通じた EBPM推進委員会の体制において，会計検査
院の検査報告のような評価の視点が含まれていない．
第 3章を中心に，EBPMにおける目標，結果及び評価の
アンバランスについても警鐘を鳴らしたい． 
以上の問題点を踏まえ，第 4章では検査報告の具体

的な案件を用いながら，現行の EBPMが政策決定に及ぼ
す影響について考察を深めたい．そして第 5章では，
EBPMが効果的に機能していくための提案を行う． 

2 PPBSとEBPMの比較 

2.1 PPBS台頭の背景と失敗の歴史 

Planning Programming Budgeting System(PPBS)とは，
予算編成上の意思決定過程を極力合理的にするための
制度のことであり，その台頭には政策科学に対する運
動の高まり・技術的な発展・実践にふさわしい環境と
いう 3つの要因がある．そして PPBSは，米国において
1968年度予算から国家予算全体で導入された． 
 しかし，導入からわずか3年でPPBSは廃止された．ハ
ルバースタム2) は，PPBSを指揮したマクナマラについ
て，「彼の頭脳は，数学的精緻さを強力な武器として
つねに取り出すことのできる頭脳であった．だが，コ
ンピュータが過小評価し的確な回答をフィードバック
できなくなるに及んで，その数学的精緻さは破滅した．
(一部省略)」と描写している．数量化のゆきすぎが，

PPBSを失敗へと導いたのである． 

2.2 EBPMのエビデンス 

EBPMは政策に合理的な根拠を求めようとする姿勢に
おいてPPBSと類似している．山口ら3) はEBPMのエビデ
ンスについて，因果関係に関する実証的根拠と定義し
た上で，EBPMの実現に当たっては統計に精通した者と
の協力関係の構築や統計データのオープンデータ化等
の必要性がある旨を述べている．すなわち研究分野を
含めて，EBPMといえば政策目標の数値化の推進である
と認識されている．しかし，PPBSが失敗に終わった原
因が数量化のゆきすぎであるならば，EBPMはPPBSと同
じ失敗の道をたどることとなるだろう． 
PPBSの歴史的教訓から，EBPMにおけるエビデンスと

は，目標の設定から実行，効果の発現に至る政策の一
連のプロセスを可視化し，保存できる状態となってい
るものを指すべきだと主張する．エビデンスには数値
やデータ等も当然含まれるが，議事録や決裁過程等の
記録も含まれると考える． 

3 EBMと EBPMの比較 

3.1 EBMの登場と発展 

Evidence-Based Medicine(EBM)は，勘や期待，経験，
権威者の意見に基づく医療行為の選択が広く行われて
きた状況を踏まえて，質の高い医療を提供したいとい
う問題意識から生まれた言葉である．そして青柳 4) に
よると，エビデンスに基づく医療とは，個々の患者の
ケアに関する決定を下す際に，現在の最良のエビデン
スを良心的・明示的・慎重に使用することであり，1999
年に英国が白書「Modernising Government」 を公表し
たことでその考え方が公共政策領域においても注目さ
れるようになった． 
そして，EBMを発展させた理念である EBM+5) の動き

にも注目したい．EBM+では，統計的試験を通じて証拠
を評価できる点が EBMの利点であるとしているが，さ
まざまな理由でエラーが発生しやすい点を欠点として
指摘している．その上で EBM+のハンドブック 6) によ
れば，メカニズムの証拠を追求することで，因果関係
の見直しや研究結果の適用可能範囲を明らかにするこ
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とができ，そのためには，統計的試験のみならず，文
献検索や動物実験，シミュレーションや生物学的画像
処理等も視野に入れる必要があるとされている． 

3.2 EBMと EBPMの相違点 

EBMと EBPMの相違点は，Evidence-Basedの定義範囲
にある．EBMは，狭義の Evidence-Basedに基づいてお
り，統計的処理を経て得られた因果関係に関するデー
タを用いる．一方 EBPMは，広義の Evidence-Basedと
いえ，OECDが政策オプションの中から政策決定し，選
択する際に，現在最も有益なエビデンスの誠意ある明
確な活用を行うことと定義しているように，歴史的・
社会的アプローチも求められる． 
上記の相違点について，メカニズムの観点から EBM

とEBPMの相違点を3点挙げる(図1①～③)．1点目は，
複数の代替案が示された段階において，EBM では二重
盲検試験等の実験ベースの比較が可能であるが，EBPM
では治験に対応するような事前評価を行うことは難し
い点である．2点目は，EBMでは代替案の選定時に示さ
れた KPI(key performance indicator)に基づいた明確
な合意形成が行われるが，EBPMでは KPI以外の部分に
おいても合意形成のための議論が必要となりやすい点
である．3 点目は，結果に対するフィードバックに関
して，EBM では KPI の達成度によりその効果を判断す
るが，EBPMでは KPIの達成度のみでの判断では不十分
であり，場合によっては KPI自身を見直す必要がある
点である． 

 
 EBPMにおいて EBMと同様に KPIを基準にすることは，
政策の各過程における偏った判断を導く可能性がある
と主張したい．事前段階における実験ベースの比較が
難しい広義の Evidence-Basedの困難さを持つ EBPMに
は，KPI だけでなくメカニズムまで把握できる政策評
価を判断材料としていくことが重要と考える． 

4 EBPMの目指すべき姿 

4.1 平成 29年度決算検査報告の指摘事項から 

第 3章までを踏まえて，EBPMについての改善点を 2
点挙げたい．1 点目は，政策の一連のプロセスを明確
にするための多様なエビデンスを認めるべきという点
である．2点目は，KPIを絶対的な指標であると捉えず
常にその妥当性を判断すべきという点である．第 4章
では，上記 2点を具体的に確認するため，平成 29年度
決算検査報告の中の「高校生等奨学給付金における学
校の代理受領による授業料以外の教育費への充当につ

いて」意見表示を行った案件を扱いたい．本案件は，
保護者等が奨学金を教育に係る費用以外に使用するの
を防ぐため，奨学金を直接的に保護者等に給付するの
ではなく，高校等において教育に係る費用を相殺する
形で給付するよう意見を表示したものである． 

4.2 検査報告と EBPM 

会計検査には，本案件のように目的適合性からみた
有効性の観点からの検査や手続き合理性からみた正確
性・合規性の観点からの検査などがある．また検査結
果を記述するにあたり，本案件のように，未納率とい
うデータのみの結果だけでなく，生徒が学業上の不利
益を受けた実態を文章化した事例も掲載している． 
本案件で取り上げた事業について，EBPMに基づき政

策決定を行ったと仮定した場合の展開を想定したい．
政策目標の数値化を推進する EBPMでは，未納率を KPI
とした政策となるだろう．そして，KPI として設定し
た未納率そのものの妥当性について検討したり，検査
報告に記載してあるような未納率が発生するメカニズ
ムについて把握したりすることはないと考えられる．
このように，現行の EBPMは，政策内容を数的に整理す
ることは可能だが，メカニズムまで掘り下げた問題点
やそれに対する改善策を見出すことは難しいといえる． 
検査報告は多角度から政策評価を指摘しており，政

策立案の際に過去の失敗を繰り返さないための判例集
ともいえる．政策上の実質的な Evidence-Basedの実現
には，既存の政策評価の積極的な活用も重視されるべ
きである． 

5 実効的な EBPMにむけて 

現在，政策評価に関する公的機関としては会計検査
院・総務省行政評価局・財務省等があり，この他にも
研究者による政策評価が行われているが，これらの評
価を横並びに比較した情報は提供されていない．正し
い情報に基づいている限りにおいて，政策評価結果の
優劣を論じる必要はなく，様々なエビデンスの基に多
角的なアプローチで評価をしていくことでより実効的
な EBPMが可能になる．したがって，政策評価を横並び
に比較できる制度の構築が重要である．これにより，
被評価者にとっても評価結果を活かしやすくなる効果
があると考える． 
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図 1 EBMと EBPMのメカニズムの違い 


