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リスク管理とコスト管理の両立に向けて 

～「システム」の安全性を高める 

パートナーシップ強化の調達改革～ 

北海道大学公共政策大学院教授 蛯子 准吏 

一部報道によると、東京電力は、外部の専門会による調達委員会の調達改革の検討結果を踏まえ、資

材や工事の発注方式を見直し、年 1.2 兆円の調達・設備費用を５年後までに１割減らすとのことである。

福島原発事故の対応に係る巨額の費用を踏まえ、事故処理に国費投入の検討が進められている中、今後

より一層のコスト削減に向けた取組の強化が求められることを考慮すれば、相応の対応であろう。 
一方で懸念もある。東京電力は、東日本大震災の数年前より調達改革に積極的に取組み、大きな成果

をあげていると評価されていた経緯があるためである。2008 年の報道資料によると、物品・設備の調

達方法の改革に取組み、従来の２兆円から４割削減することに成功したとのことである。2010 年に発

表した中長期計画においても、「業務効率を改善し続ける」方針を掲げ、「自ら抑制が可能な固定費を抑

制（修繕費、減価償却費、委託費等を抑制）」するとしている。福島原発では、事故を深刻化させた電

源喪失の主因として、電源設備への海水の流入があげられている。事故前より海水の流入の危険性と防

波堤の設置などの必要性が指摘されていたものの、設置の必要はないとの判断が下された。全社的なコ

スト重視の姿勢がその判断の遠因になっていなかったのか、過ちを繰り返さないためにも充分な検証が

必要になろう。 
調達コストの削減にあたっては、調達システムの中に如何に競争原理を組み込み機能させるかがポイ

ントとなる。競争原理に期待される機能には、価格競争と技術競争の２つの観点がある。価格競争は、

価格という単一の評価基準で評価される。求められる品質は、調達仕様に定められた基準を満たせば良

く、企業は製品・半製品・部材の要求仕様を満たしつつ、企業努力により如何に製造コストを削減する

かがポイントとなる。極限すれば、必要最小限のことだけを無駄無くこなす企業が高く評価される。技

術競争は創造性（イノベーション）の競争であり、評価軸は複合的かつ多様である。仕様として数値に

置き換え可能な品質のみならず、調達の目的を踏まえ従来にはない発想から如何に新たな価値を提供で

きるかがポイントとなる。発注者が気付かない課題を指摘し、その解決方法を提示する企業が高く評価

される。震災前からの東京電力の取組は、一部報道によると「一品一品のコスト分析を徹底。納入業者

を競わせてコストを下げる」としており、また、今回の調達改革の取組みも一部報道によると「見直し

の柱は入札改革」であり、「発注単位を大きくし、それぞれの工事会社が取りこぼす失注確率を引き上

げた」としている。いずれも価格競争を主眼とした調達改革であり、その違いは対象とする調達の適用

範囲の違いと手法に限定されているとも解釈される。 
本来、安全性と効率性は両立するものである。しかし、その視野の設定に齟齬がある場合、見かけの

効率化をもたらし安全性を損ない重大事故へと発展する危険性を高める。その重要な観点は、「システ

ム」に対する理解であろう。送電設備や発電設備、とりわけ原子力発電設備は大量の部材を人の手で組

み上げた「システム」である。調達された資材は、一部はその製品に閉じた役割に限定されているもの

の、大半は単一では機能せず、システム全体の機能を発揮するための一要素として機能している。たっ

た一つの部品の故障が重大事故に繋がることは、スペースシャトルのチャレンジャー号の事故原因が O
リングと呼ばれる重要部品の破損であることからも明らかであろう。この事故では、契約企業が破損の

可能性を指摘していたものの、その提言が取り入れられなかったとも言われている。電力システムは、

我が国の経済社会システムの中核を担う最重要システムである。電気を安定的かつ安全に提供するため

に、電力会社のみならず官民との擦り合わせを通じた知を結集することが求められており、調達もその

中に位置づけられよう。短期的、表面的なコストに注目した価格競争のみならず、技術競争を促すパー

トナーシップ強化に資する調達改革こそが、真に求められている。

羅羅針針盤盤  
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悩む評価から政策を進化させる評価制度へ（第 1 回） 

北海道大学公共政策大学院教授 宮脇 淳 

1.はじめに 
地方自治体、特に基礎自治体である市区町村が展開している政策評価の仕組みや質は、首長の取組姿

勢、地域特性、関与している専門家やコンサルの違いなどにより千差万別であり、それぞれに長所・短

所を有する玉石混淆の現状にある。政策評価制度自体が進化の途上にある中で、地方自治体ごとに創意

工夫を展開することは、地方自治の充実、立法分権を推進する上でも当然の流れであり、玉石混淆の現

状は過渡期として前向きにとらえて行く必要がある。一方で、政策評価の実務において「評価のための

評価」が展開され、政策評価を行うこと自体が目的となり、成果が見えづらい現状で事務作業だけが大

きく増大し問題となるケースが少なくない。これは、間接部門が肥大化し業務部門の負担増となり行政

組織全体の非効率性が深まる構図でもある。行政組織や政策展開の効率性の改善を求めて実施した政策

評価が逆に効率性を悪化させるいわゆる「逆機能」の発生である。加えて、行政サービスの最終ユーザ

ーである住民と直接対面している基礎自治体では、多様な価値観を反映させるための住民参加の推進、

政策形成・展開におけるパートナーシップの導入等政策を巡る協働の仕組みが活発化していること、権

限・財源面での制約が強いことなど、国や都道府県とはまた異なる課題を多く有する実態にある。 
以下では、二回に分けて基礎自治体たる市区町村に特に焦点をあて、分岐点を迎えている政策評価の

在り方について検証し取り組むべき改善方向を示唆する。第 1 回で取り上げる「検証」は、政策評価に

関する二つの仮説への認識、創造的政策評価に向けた政策思考を巡る課題の所在の共有であり、第 2 回

で取り上げる「改善の方向性」は、既存の政策評価調書を活用した改善、異化効果を生み出す新たな情

報の創造、そして住民参加による政策評価の充実等である。まず、第 1 回の「検証」からスタートする。 

（1）合理的形成仮説 
評価を支える考え方としての「合理的形成仮説」とは、政策展開を事務事業や施策ごとの目的と手段

の連鎖構造、いわゆる「政策の樹」として捉えた上で、費用対効果分析等定量的指標を中心とする社会

科学的分析手段とその結果を政策の質的改善の柱として位置づける考え方である。すなわち、科学的分

析手段によってもたらされる費用対効果分析等の結果は、次の政策形成プロセスを通じて必ず政策の樹

の連鎖構造の中に組み込まれ、政策の抜本的見直しに貢献することを前提として考える。具体的には、

評価委員会等政策評価のための評価機関は外部者を中心に構成され、独立性の強い機関として位置づけ

られる。そこで展開される評価手段は、数値化した費用対効果分析等定量的手段を中心として実施され、

得られた結果は原則として自動的に次の政策形成や予算編成等にフィードバックされることを前提と

する。このため、①政策に関する意思決定に参画する政策形成者は、評価機関が下した結果を受け取り、

その結果に基づいて政策の存廃も含めた大胆な政策の見直しを必然として実施すること、②評価結果が

政策形成に確実にフィードバックされることを前提としていることから、評価機関の構成員は行政の政

策形成には関与しない独立した位置づけを基本とすることなどに特色がある。 
多くの地方自治体の政策評価制度は、外部者を中心に構成する評価委員会を形成し、その審議におい

て費用対効果分析、あるいはそれに替わる達成率、満足度などの定量的指標の活用に努力し評価結果を

まとめ首長に提出する方法であり、仮説に対する認識の有無に関わらず合理的形成仮説をベースに組み

立てられていることが多い。しかし、自動的とまでは行かなくても提出された評価結果が次の政策形成
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や予算編成に着実にフィードバックできるかと言えば、現実的には困難な場合が圧倒的に多い。それは、

定量的指標によって行われた評価結果が現実の多様化する住民ニーズ、過去から積み上げて来た地域の

既得権的構造、国や都道府県からの関与などと一致せず、政策形成・展開を巡る解決困難な構造的対立

を生み出すことによる。すなわち、現実の政策評価を取り巻く政策形成等の環境は次に見る組織的形成

仮説に依存しており、合理的形成仮説を前提として構成された政策評価制度との間に大きな乖離を生じ

させている。 
この乖離を克服せず表面的・形式的に合理的形成仮説による政策評価制度を維持しようとすれば、目

標値等定量的指標の設定に介入し達成可能な目標水準を設け現実と評価結果の乖離をなくす糊塗的方

策が選択され、さらには定量的な分析手法そのものに恣意的要素が加わり、政策評価自体を事務的ルー

ティンワークとして位置づけ実際の政策形成等とは実質的に分離した存在にするなど、政策評価制度自

体の存在意義を低下させる実態に陥り易くなる。 

（2）組織的形成仮説 
これに対して組織的形成仮説では、評価機関は外部者を含め構成されるものの評価結果は必ずしも次

の政策形成にフィードバックできるとは限らないと考える。費用対効果分析や達成度等定量的指標は活

用するものの、その評価結果は政策形成のひとつの判断材料であると同時に、政策評価結果の公表は行

政の内部、議会そして住民に対する情報共有的性格を強く持つ。すなわち、自動的に事務事業・施策等

政策のあり方や予算を見直すのではなく、まず議会・行政・住民も含め政策を議論する土壌形成に目的

の中心を置く。このため、評価機関による評価結果は、政策形成のための参考材料になることはあって

も合理的形成仮説のように必ずフィードバックされる位置づけとはならない。仮に、形式的にフィード

バックされても政治的意思決定が最終的には優先することから政策の存廃等急進的な形ではなく限定

的一部修正型（いわゆる「漸次的」）での見直しが中心となる。もちろん、一部には大胆に評価制度を

活用し、赤字が累積した第三セクターや病院等特定の事業を見直すことがある。しかし、それは首長や

行政が政治的政策判断として設定した特定事業について廃止等の結論を多くの利害関係者に納得して

もらうための手段として評価委員会の評価結果を活用する場合が多く、合理的形成仮説ではなく政治的

判断が優先する組織的形成仮説そのものを背景としている。組織的形成仮説において評価機関の評価者

が自ら判断した評価結果を次の政策形成に少しでも反映させるには、合理的形成仮説の場合とは異なり

政策形成に積極的に関与することが必要であり、そのためには評価に当初より地方自治体の幹部等が何

らかの形で積極的に関わることが実質上有益となる。 
 政策評価を巡る組織的形成仮説は、政策形成を巡る「グループモデル」と呼ばれる基本形態と親和性

が高い。地方自治体に限らず国も含めて、現実に展開される政策形成の本質はグループモデルと呼ばれ

る体質を持つことが多い。グループモデルでは、政策形成を経済社会における利害関係集団間の相互作

用と闘争の産物と捉える。すなわち、政策形成は利害関係集団間の調整によって生みだされるとする考

えである。グループモデルの「グループ」とは、「一定の利害あるいは態度に基づいて、社会の他の集

団に対して何らかの要求を行う個人又は企業等の集まり」であり、グループが一定の利害や態度を実現

するため政策形成に影響力を行使しようとする闘争の場が政策決定プロセスとなる。このため、様々な

利害を妥協的に取りまとめることが重視される。利害関係者間の最大妥協を政策の形に取りまとめ、取

りまとめたものを着実に実施することが行政の基本使命となる。妥協を取りまとめるプロセスでは、グ

ループの構成メンバー数、財力、組織力、リーダーシップ、内部的拘束力、最終意思決定者への近接頻

度が重要な要素となり、すべての政治活動がグループ間闘争と位置づけられ、首長、行政、議会等政策
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決定関与者は諸集団からの圧力に反応し、取引、交渉、妥協をする主体と位置づけられる。従来の行政

に求められる重要な能力として「調整能力」が指摘される。このような指摘は、行政が担う政策形成・

執行のプロセスにおいてグループモデルが指摘する「利害関係者間の最大妥協の形成」が大きなウェー

トを占めていることによる。こうした実態が強い現実の政策形成に対して、利害関係者間の定性的妥協

とは大きく乖離する可能性が高い社会科学的手法に基づく定量的分析結果がフィードバックされても、

多くの場合で軋轢が生じ、首長の強いリーダーシップが発揮される場合を除いては政策の進化に結び付

けることは難しく、合理的形成仮説による政策評価制度は劣化する結果となる。 
加えてこのグループモデルは、行政組織の縦割り体質とも親和性が強い。縦割り体質では、政策決定

を利害関係者間の調整と言う動態面でとらえる一方で、政策プロセスに参画できる利害関係者以外の利

害を軽視しがちであり、とくに既存のグループモデルの参加視野から外れた新しい利害関係などの発生

や形成に対する認識が弱い問題点を有している。この原因は、グループモデルが根底に縦型ネットワー

ク、いわゆる縦割り構造の体質を持っていることによる。縦型ネットワークは、①階層ごとに意思決定

への参加者の数を限定化できること、②トップダウン方式により代替案を限定化し効率的に解決策を見

いだせること、③満足度や規模拡大など単一性を持った価値観の形成とその維持が容易であること、な

どの特性を持っている。こうした特性は、既存の行政組織やそこで展開される政策形成に親和性が強い

一方で政策の進化を多面的に進める大きな壁となり易い。 

（3）二つの仮説の融合—「悩む政策評価」から「考える政策評価」へ 
地方自治体で政策評価制度を展開するには、まず評価の仕組みを支える以上の二つの考え方を明確に

して組織内さらには議会、住民と共有を進める必要がある。この考え方が混在、あるいは明確でないと

政策評価は形骸化し負担が拡大するだけの存在となるか、首長や行政が見直しを事前に決定した特定事

業に第三者的なお墨付きを与える仕組みとなり易い。既に述べたように、合理的形成仮説に立ち政策評

価制度で政策を抜本的・劇的に変革するシステムを意図した場合、評価結果を次の政策形成に必ずかつ

大胆にフィードバックさせる決意を政治・行政共に持つ必要がある。しかし、現実の政策形成では、先

に見たグループモデルの実態から様々な利害関係が輻輳し、外部性を強くして設置された評価機関の結

果を直接的に政策形成に結びつけることが難しい場合が圧倒的に多い。また、政策評価の結果であって

も政策の最終的な決定は議会を中心とする民主主義に委ねられる。行政トップの総理が国会の議決で国

会議員の中から指名される議院内閣制とは異なり、地方自治体では首長・議会共に住民から選挙で選ば

れる大統領制を基本として採用しており、以上の問題がより先鋭化する土壌を有している。このため、

合理的形成仮説をベースに形成された政策評価制度は十分に機能せず、表面だけ評価結果を反映したか

のように見せる形式的存在に陥り易い。 
日本の政策評価制度のひとつの原型となった北海道庁の「時のアセス」制度（士幌高原道路の事業停

止等）も、いかなる利害関係者にとっても公平な時の経過たる「10 年の期間経過」というものさしで見

直しのテーブルにのせるルールを基本としてスタートし士幌高原道路等の見直しに寄与している。こう

した「時のアセス」の構図も合理的形成仮説による政策評価の限界を認識しつつ、組織的形成仮説によ

る利害関係の調整に一定の共通軸を設定し信頼性、透明性を半歩でも充実させようとする努力からスタ

ートしている。 
以上の整理は、単に政策評価制度を現実の利害調整をベースとしたグループモデルに合わせることを

意図するものではない。合理的形成仮説によってもたらされる社会科学的客観性を持つ結論に対して行

政内部の議論、そして民主主義による採否の結果を明確にし、その採否の理由、たとえば「なぜ社会科
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学的客観性を持つ結論と異なる採否なのか」を住民等に対して首長も議会も具体的に説明する責務を果

たす点が重要となる。この説明を充実させることで、閉鎖的な利害関係者間の調整による政策形成・展

開ではなく、開かれた中でいろいろな視点を組み込み政策を進化させる土壌が形成される。そのことは、

最終的に地域の民主主義を育てる要因となる。また、政策評価に対して住民等から各事業等の採否に関

する「○×」あるいは「採点結果」のみを求める姿勢が強まることがある。しかし、政策評価制度につ

いて「政策の○×」等の結論のみを求める姿勢は、プロセスを軽視した「悩む姿勢」であり政策の質的

向上には結び付きづらい。結論の追求ではなくプロセスを重視し、プロセスの充実を実質的に図るいわ

ゆる「考える姿勢」が政策評価制度に関与する首長、行政、議会、そして住民にもまず必要である。社

会科学的客観性を持つ結論自体ではなく、その結論を採用したあるいは採用しなかったプロセスについ

てその判断理由も含め首長や議会が明確に説明すること、その説明を通じて政策形成の透明性を高め政

策議論が地域のインフラとして開かれた存在になることから始めなければならない。そのことが住民と

の政策に関する情報共有の質と量を高めることになる。結論だけを追い求める政策評価制度の姿勢は、

「悩む政策評価」を深刻化させる要因となる。「考える政策評価」へ進化させなければならない。 
 
3.創造的政策評価—政策進化への挑戦-- 
  政策評価制度、考える政策評価の目的は何か。それは、より良い質の政策、すなわち住民にとって

有益性・効率性が高い政策を恒常的に追求し生み出していくことにあり、「政策の進化」を図っていく

ことにある。政策の進化とは、外部環境の変化に合わせて政策の形態や機能を個別に見直すことを意味

するのではなく、政策に関して少なくとも累積的変化を体系的に続け、さらに高次のレベルの質に高め

る努力を続けることを意味する。こうした進化の努力の継続が従来の限定的な予見可能性の域を超えた

新たなイメージづくり、政策の飛躍に結び付く。少子高齢化、グローバル化等大きくかつ恒常的な構造

変化に直面している地方自治体において、政策の進化を求める創造的政策評価の展開は不可欠な課題と

なっている。その理由は、地域の構造的対立の深まりにあり、それを克服するため政策を巡る思い込み

の体質を個人、組織を問わず積極的に改めていく評価制度の構築が不可欠となる。その場その場の一時

的環境変化や既得権だけに左右される政策評価を続けることは、逆に政策の混沌状態を生み出すことに

留意しなければならない。 

（1）政策思考の思い込みの構図 
それでは、考える政策評価、創造的政策評価の形成を阻む最大の要因は何か。それは、政策評価制度

自体にあるのではなく、政策評価制度を機能させる個人、組織そしてネットワークが抱える思い込みの

構図にある。そのため、まず、地方自治体あるいは地域の中に存在する政策思考を巡る思い込みを認識

する仕組みの政策評価プロセスへの組み込みが不可欠である。その上で新たな視点を政策思考に反映さ

せる異化効果の発揮が重要となる。そこで、政策思考を巡る思い込みの構図を整理する。 
経済社会の活動は、個人そして個人で形成する組織やネットワークによって展開される。その活動の

質は、個人やその集合体である組織等がそれぞれどのような思い込みを持って物事を考え意思決定し行

動しているかによって左右される。国、地方自治体、地域のいずれもが個人はもちろん、個人の集まり

である組織・ネットワークとして日々いろいろなことを思考し行動する。この思考とは、経験と学習か

ら形成される「知識」と、テレビ、新聞、書籍、会話、インターネットなど外部から得られる「情報」

を結びつけ、自分のイメージを形成するプロセスである。自らの知識と新しく外部から得られる情報を

融合させ、新たな政策イメージを形成することが「政策思考」である。地方自治体の組織や一定の利害
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関係集団の意思決定も個々人の思考がネットワークとして結びつくことによって形成される。この思考

は、「新たな情報、これまでの持っている知識の検証と進化、新たな情報の発掘」といういわゆる政策

サイクルによって新しいイメージを生み出し続ける可能性がある一方で、従来形成してきた知識に固執

し新しい情報に積極的に耳を傾けない場合、政策思考そして政策自体を硬直化させる体質も有している。

評価を含めた政策サイクルも後者の既得権を優先する体質となるか、それとも前者の新たな理想的姿を

追求する体質となるか本質的には両面の体質を有する。この両面の体質のどちらをより強く引き出すか

は、政策評価を巡る政策思考の構図とそれを支える情報の質による。 
既存の視点の繰り返しによって固定的な政策思考が深刻化し、一度固定的になると組織・ネットワー

クを構成する個人の思考も思い込みで化石化していく傾向を強める。そして、こうした個人や組織の思

考の化石化は、次の世代に受け継がれ一定の組織体質として長期にわたって定着する。この体質の定着

が多くの場合、無意識の中で展開されるため自分の属する組織、集団そして自分自身の思考に関する固

定的な特性について無意識になりやすい。無意識な固定化であるため、自らの政策思考が生みだす偏り

にも無意識となり、自らの政策思考に対する他者の検証に対して受け入れる意識が低下する。政策評価

において重要な点は、地方自治体そして地域が有する政策を巡る思い込みの無意識な状態から脱却する

ことにある。組織的形成仮説だけでは政策評価制度は固定的となり化石化する。そこに費用対効果分析

等合理的形成仮説による異なる視点を組み込んだ政策評価制度を意識的に導入し、無意識化した意識や

既得権の構図を意識的に認識する意味は極めて大きい。 
思考の固定化はなぜ深刻化しやすいのか。思考の重要な要素である知識は、年を重ね、経験豊かでよ

り深く広く学習しているほど厚みを増す。したがって、国、地方自治体や民間企業などでこれまで採用

されてきた終身雇用、年功序列の雇用形態も知識の積み重ねを重視する面からは適切な形態といえる。

しかし、どんなに優れた経験や学習に裏打ちされた知識にも副作用が発生する。それが思い込みである。

経験、学習が積み重なり深みを増すほど人や組織の視点、発想の原点が一定の領域に固定化し、そこか

ら形成されるイメージも偏った性格を持ち始める。政策評価の現場において「前からこうだ」、「常識だ」、

「地に足をつけた議論が必要」、「非現実的だ」などの言葉で異なる意見を打ち切ろうとする姿勢がある

場合、その背後には深刻な思い込みが潜んでいることが多い。また、地方自治体、そして住民は、当た

り前のこととして自らの地域のことを良く知っていると認識しやすい。しかし、このことが地域に対す

る思い込みを固定化し、地域の持つ潜在力を失わせる要因となることに注意すべきである。思い込みに

よって埋もれてしまった地域の資源、新しく生まれてきている資源を発掘し目を向ける政策思考経路の

形成こそが、激しい構造的変化に直面する２１世紀の地方自治体戦略の第一歩となる。こうした発掘を

含めた政策の進化に資する創造的政策評価の構築が不可欠である。 

（2）思い込みと政策形成の歪み 
政策思考の思い込みは、外部からもたらされる情報の選択に大きな歪みを生じさせ、適切な判断やイ

メージの形成を困難にする。多くの個人、組織そして地域でも自分の知識に照らし合わせ、耳触りが良

い情報、当り前と思う情報を無意識に選択しやすい。そうした状況に陥るとどんなに優れた経験と学習

に支えられた知識があっても、思考に不可欠なもう一つの要素である情報に偏りを生じさせ、そこから

生まれてくるイメージは固定的で硬直的なものとなりやすい。思い込みや偏見によって情報が偏れば、

知識自体の進歩が止まりさらに硬直化を深める悪循環へと結びつく。この悪循環を断ち切り政策の進化

に結び付け政策の進化を図ることこそ政策評価制度の本質的目的のひとつである。 
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待機児童ゼロ政策の課題 

                     北海道大学公共政策大学院教授 宮脇 淳 

少子化時代を迎え、多くの地方自治体が子育てを地域の大きな課題として掲げている。その中でも、

都市部の基礎自治体では、待機児童ゼロ政策を掲げ取り組んでいるケースが多い。しかし、残念ながら

ほとんどの場合、待機児童ゼロの目標を持続的に達成することはできず苦悩している。厚生労働省の定

義で待機児童数とは、「調査日時点において、保育所入所申込書が市町村に提出され、入所要件に該当

している者の中で、実際に入所を行っていない児童数」をいう。待機児童ゼロ政策を実現する際に、待

機児童数の将来推計を行い、そこで生じる待機児童数を穴埋めする保育園の定員増に努力する。しかし、

現実には予想した待機児童数以上の待機児童数が生じ、ゼロ達成の目標は先送りとなる。待機児童ゼロ

政策を検討する際に不可欠なのは、既存の待機児童数の概念から外れている「潜在的待機児童数」を把

握することである。実質的に保育サービスの需要が満たされない潜在的待機児童数による「超過需要」

を把握しないと、顕在化した待機児童数（あるいは推計数）だけに対応しても、女性の社会進出・就業

率の上昇に対応できず潜在的待機児童を顕在化させゼロ政策を実現することは困難だからである。 
潜在的待機児童数とは、①所得・価格等経済的理由も含め保育所に入所申し込み自体を諦めている世

帯の児童数、②「保育に欠ける要件」に該当しないとして入所資格がないとみなされる世帯の児童数、

③入所可能保育所があるにも関わらず第一希望に入れないことで待機している世帯の児童数、④保育所

の立地及びサービス内容によるミスマッチで利用していない世帯の児童数等は顕在化した待機児童数

から除外される。こうした潜在的待機児童数が、現在の把握された顕在化された待機児童の何倍に達し

ているかを推計することが重要となる。通常の待機児童数の推計方法は、過去の実績等を先延ばしする

ものであり潜在的需要の推計を組み込むことにはなっていない。 
 こうした政策としての危険性を克服するためには、政策インプリケーションとして仮想市場法による

調査と分析を早期に行うことが有用となる。公共政策の領域で確立した手法であり、新たな市場に対す

る需要を直接的に推計する仮想市場法（CVM）は、対象となる児童（末子基準）を持つ世帯を住民基本

台帳から抽出し、アンケート調査を保育所利用・非利用を問わず行い、その結果をミクロデータ分析し

価格弾力性に置き換えて保育に対する潜在需要も含めた需要曲線を推計するものである。この推計需要

曲線を用いてさらに生存時間分析（生存時間分析(survival analysis)とは、イベント(event)が起きるま

での時間とイベントとの間の関係に焦点を当てる分析方法で、工学分野では機械システムや製品の故障

などを、医学分野では疾患の病気の再発や死亡などを対象とする）を行う。潜在待機児童数の生存時間

分析は、潜在待機児童が顕在化する時間と顕在化との関係を検証する。これによる先行検証では、潜在

的待機児童数が顕在的待機児童数の数倍に達し、価格弾力性が高いといった結果も生じている。とくに、

ゼロ歳時を中心に低年齢の潜在需要の把握・分析が極めて重要となる。 
アンケート調査による質問事項（要因分子）については、保育園利用者と非利用者に分けて既に先行

検証事例があり、その活用が有効である。主要要因分子としては、①保育サービス内容、②利用料、③

家族属性詳細等となる。なお、仮想市場法による需要曲線推計では、区としての理想的な認可保育園を

示し、その利用及び利用変更に対する意向を分析することから、今後の保育サービスへの期待像を把握

することも可能である。目先の待機児童ゼロ政策を追い続けるだけでは残念ながら政策目標を達成する

ことは困難である。地域のデータと住民ニーズの把握を行い、自らの地域の構造を正確に認識すること

が必要である。 

政策シグナル 
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中国の経済政策 

北海道大学公共政策大学院教授 宮脇 淳 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
中国経済は、2013 年に入り減速傾向を強めたものの、7-9 月期足元では底入れの動きを見せ始めてい

る。7-9 月期の実質 GDP 成長率前年比は底堅い動きとなっている。個人消費、政府の公共投資共に増

加傾向となり、企業の生産活動も大きく改善する動向となっている。こうした動向を受けて、中国企業

の利益が緩やかながらも改善傾向を辿っている。企業の純利益前期比動向は、2012 年 4-6 月期のマイ

ナス以降三期にわたって低迷したものの、2013 年 1-3 月期を底に改善傾向を示している。業種別では、

公共事業関連の業種が大きく改善し、同時に不動産業の収益も改善している。こうした現状は、企業収

益改善の一方で中国のバブル懸念を高める要因ともなっている。その他、中国社会の IT 化の進展等を

反映し、電子部品、電気等の関連業も改善している。また、建設業、サービス業等非製造業の動きも底

固くなっている。他方で、一次産業関連、飲食観光などは低迷し純利益が減少を続けている。経済の 1
割程度を占める第一次産業は自然災害等の影響で悪化している。 
全体として中国経済のフローの動向は底入れの構図を強めており、中国政府が意図するストック面で

の改善である経済の過剰設備の破棄等構造改革が進めやすい環境が整いつつあるといえる。中国経済の

成長が 10%を超える水準から 7%台の成長に鈍化したことで、製造業等の在庫が拡大し過剰設備の整理

が必要なこと、不動産を中心とする不良債権の拡大など対応すべき構造問題は多い。こうしたストック

問題の克服に加え、中国政府の新産業育成政策の成果がどれだけスピード感を持って顕在化出来るかが

次の課題となる。ベトナム、韓国等周辺諸国との経済競争も厳しくなる中で、中国経済の持続的成長を

確保するためには高付加価値化に向けた産業構造の転換が不可欠であり、その成果を受けた製造業分野

の企業収益と金融分野の収益動向が構造的に如何に改善してくるかがポイントとなる。そのことは、日

本経済のアベノミクスによる新産業創造の政策にも、国際的競争関係の高まりの中で大きな影響を与え

ることになる。 

アアジジアアリリンンクク  
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医療・健康情報（EHR）の普及展開に向けて 

株式会社富士通総研 公共事業部 東 史人 

１．EHR の重要性 

①EHR とは 

EHR とは Electronic Health Record の略語で、直接的には「電子健康記録」「生涯医療記録」と訳

されますが、意味合いとしては、個人の医療・健康等に係る様々な情報を蓄積し、参照・活用・共有

等を行う仕組み（政府では「医療情報連携基盤」や「健康情報活用基盤」等と表記）を指します。 

 
②ヘルスケアサービスのトレンド＝パーソナル化 

今後の医療・健康等ヘルスケアサービスにおける一つの進展の方向として、個々人に合ったサービ

スの提供（パーソナル化）があります。 

これまでは、同じ疾患・症状であればどの患者さんにも（いくつかのパターンがあるものもありま

したが）ほぼ同様の処置が為されてきたように、どちらかと言えば画一的であった医療サービスです

が、例えば同じ薬でも人によって効き目が異なるように、効果を高めるためには個人差を踏まえた対

応が必要であり、その様なサービスが期待・開発されるようになってきています。代表例として、遺

伝子の差異等による症状の現われ方や薬の効き具合等の違い（個人差）に配慮し最適な投薬や治療を

行うテーラーメイド医療（個別化医療）が挙げられます。 

また、健康分野においては、個人の身体状況や嗜好・ライフスタイル等に合ったトレーニングプロ

グラムを提供するフィットネスジム等のように、医療分野よりも既にパーソナル化が進んでいるとも

言えます。 

このような個々人に合ったサービスを提供するためには、個人を識別し、個人差を認識できること

が出発点となります。その方法として、遺伝子レベルで個人差を識別したり、健康状態や病歴等個人

の医療・健康情報を一元管理し参照・活用したりすることが考えられますが、いずれにせよ、一人ひ

とりの診療情報や生体情報（ゲノム情報や健康情報等）が前提となります。 

また、そのようなサービスの提供に向けた革新的な薬や治療法の開発にも、これらの情報の蓄積・

活用が必要となります。 
 
③個人の医療・健康情報の重要性 

前述の様に、個人の医療・健康等に係る様々な情報は多様な活用の可能性があることから、医療・

健康等ヘルスケアサービスの向上や効率化は勿論ですが、それに伴う ICT の技術革新や活用拡大、更

にはこれらを含めたヘルスケア分野での経済成長が見込まれています。 

そのため、政府でも IT 戦略や成長戦略の柱に位置付ける等重点的に取り組まれています。昨年 6

月の「医療イノベーション 5か年戦略」では個別化医療や個別化予防を主な施策として推進している

他、2010 年からの「新たな情報通信技術戦略」（高度情報通信ネットワーク社会推進戦略本部）では

「どこでも MY 病院」構想（自己医療・健康情報活用サービス）の実現に向け電子的医療・健康情報

の整備等を推進、更に本年 6 月には新たな成長戦略～「日本再興戦略-JAPAN is BACK-」や「世界最

先端 IT 国家創造宣言(新たな IT 戦略)」でも医療・健康情報等の活用が掲げられています。 

事事例例研研究究  
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図：新たな成長戦略～「日本再興戦略-JAPAN is BACK-」戦略市場創造プラン(本年6月14日閣議決定) 

 
 

 
図：「世界最先端IT国家創造宣言(新たなIT戦略)」(本年6月14日閣議決定) 
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２．EHR の進展状況 

①情報共有・活用の現状 

例えば「どこでも MY 病院」構想では、医療機関等の間の地理的境界等を超えた切れ目のない（シ

ームレスな）医療・介護情報の連携により、全国どこの医療機関にかかっても、電子的に一元管理さ

れている自身の医療・健康情報を参照・活用して最適なサービスを受けられることでの、地域の医療・

介護サービスの質の向上が目指されています。 

現時点では、全国民による全国での蓄積・活用までの道のりはまだ長いものの、特定の地域内、あ

るいは特定の関係機関間（医療機関・薬局・介護事業所等）での情報共有は全国各地で進みつつある

状況です。政府はこの状況を踏まえ、まずは 2018 年までに都道府県等一定の地域内で情報共有が可

能な環境の整備を目指すこととしています。 

これまでに情報共有・活用が進んだ所は、例えば地域連携クリティカルパスにおいて連携関係（病

診連携・病病連携等）となった医療機関間で電子カルテの情報等を共有（地域医療連携システム等）

し始めるように、各地域での医療提供体制の整備に関連して進んできている場合が多く、まだ EHR 単

体で（あるいは EHR が先行して）導入・普及するまでには至っていません。これは、先にシステムや

ツールが入ってから医療機関間で情報を共有する関係が構築されるのではなく、まずは医療機関間で

の信頼・意思疎通の関係構築があって初めて情報を共有する関係・風土が醸成されることや、実際の

診療シーンにおいて患者情報を共有・連携する必要性が生じて初めて情報共有が進むことを意味して

おり、システムやツールありきでは進まない、進みにくいことも示唆していますが、そもそもの認知

度の低さやメリット・活用方法等が十分に理解されていない、費用負担の見通しがまだ立っていない

等もあります。 

 
②普及に向けた実証等 

そもそも、医療分野は ICT の利活用が他の分野に比べて遅れているとの指摘があり、重点的に推進

すべき分野に位置付けられている中では、EHR の活用を目指しつつも、現状ではまだ①のような普及

前の段階にあることは致し方ないとも言えます。そのため、EHR に限らず、医療分野での ICT 利活用

が進むよう、これまで総務省等各省庁により様々なモデル事業や実証事業等が為されてきました。 

このうち、EHR としての実証事業は 2008 年の、総務省・厚生労働省・経済産業省が連携し、沖縄県

浦添市をフィールドとして実施された健康情報活用基盤実証事業が初めてとなります。同事業は 2010

年度まで 3年間実施され、これにより医療情報を安全かつ効率的に流通させるための諸課題が明らか

となりました。 

これらの成果を踏まえ、2011～2012 年度（健康情報活用基盤構築事業）には、各地域が保有する医

療情報を安全かつ円滑に流通させるための広域共同利用型の EHR システムの確立・普及に向けた実証

を行うと共に、東日本大震災における教訓（紙カルテが流出し患者の情報が失われた等）を踏まえ、

被災地東北地域における EHR 構築が推進されました。 
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実証テーマ フィールド 

処方情報の電子化・医薬連携を実現するための

情報連携活用基盤構築 

香川県高松市・三木町・さぬき市 

共通診察券を活用した情報連携活用基盤構築 島根県出雲市・太田市を中心とした複数の

二次医療圏（出雲・太田医療圏） 

医療・介護分野における情報連携活用基盤構築 広島県尾道市・三原市・福山市 

情報連携活用基盤を活用した在宅医療・訪問介

護連携モデル 

東京都北区・宮城県石巻市 

医療 IC カードを活用した医療情報連携基盤構築 宮城県大崎市・栗原市 

自治体共用型健康クラウド整備及び実証実験 新潟県新潟市・三条市・見附市、福島県伊

達市、岐阜県岐阜市、大阪府高石市、兵

庫県豊岡市 

表：健康情報活用基盤構築事業のテーマとフィールド 

 
このような継続的な実証により、これまでに 7つのフィールドで医薬連携、医療・介護連携、健康

管理、救急医療、防災等各分野での EHR の活用を試行、効果検証や課題整理等が為されてきました。

例えば医薬連携では、複数の医療機関の医師や薬局の薬剤師が、プライバシーに十分配慮した中で、

共通の患者に関する様々な情報を共有することにより、重複投薬を回避したり、薬の飲み合わせに気

を付けたりすることが可能になりました。また、健康管理では、集団のデータを解析すると、その集

団の疾病の特徴・傾向等が明らかになる他、個人単位で解析すると個人の健康状態が明らかになる等、

健康情報の蓄積と解析により、健康づくりの取組の有効性の検証が集団単位や個人単位で可能となり

ました。 

 
３．医療現場で ICT による情報共有・活用が進みにくい原因 

前述のように大きな可能性・メリットのある EHR ですが、にもかかわらずその普及は前項に示した

ようにあまり進んでいません。 
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図：情報共有・活用の阻害要因 

医療現場での ICT の導入・利活用における障害・阻害原因としては、制度面や技術面、導入・運用

費用の負担、企画・推進・運営体制の未整備（あるいは脆弱）、医療者等の情報リテラシー、多忙な

現場での利用・運用上の負荷等様々な要因が挙げられます。前述の各省庁からの事業では初期費用面

での負担解消にはつながるものの、それ以外の複数の要因も絡むために、地域・地区単位等ではなく、

ICT に比較的明るく、医療・介護サービスの向上に意欲的な一部の医療者等だけが新たなツールを積

極的に採り入れ、活用しているケースが少なくありません。 

また、これまでの知見・経験から、医療現場の特殊性も大きな阻害要因の一つと考えます。現場の

各臨床医がそれぞれ最も力を持っているため院内の IT 部門や事務部門のガバナンスが働きにくいこ

と、出身大学の医局や地元の医師会等医師個人のネットワークが推進体制や診療連携のベースとなる

こと、診療科・疾患・医師の技量等により最適な ICT ツールが異なること等、この様な医療現場の特

殊性に十分配慮することが円滑な ICT 導入・活用には不可欠と考えます。 

加えて、情報共有・活用は医療者等にとっては顧客である患者、そして自らの技量・ノウハウ等を

同業者等に開示することを意味するため参照はしたいが開示はしたくない、あるいは他院の検査結果

等はその信頼性に対する疑義（連携先の技量を知らず信頼関係のない中では）や自ら検査した方が儲

かるために共有・活用しない等、EHR は医療者等にとってある意味ディスインセンティブとなるよう

な側面もあり、意欲的で意識の高い（患者サービスの向上のためにはこの様なディスインセンティブ

を気にしない）医療者等による推進・参加拡大に依存しなければならない弱点もあります。 

更に、以上からもわかるように、まずは医療現場等における実際の人的なつながり・コミュニケー

ション等があっての情報共有・活用でなければ進まないという実態があるにもかかわらず、省庁等の

事業活用による ICT 先行・ICT 有りき（それのみ）で情報共有・活用のための連携体制を構築しよう

としてうまくいかないことも少なくないようです。 

 
４．EHR 普及展開のポイント 

EHR の利点について疑問の余地は薄いものの、前述のような各種要因等により現段階ではまだ導
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入・活用は一部地域等に限られている状況です。この状況を変え、全国各地で普及展開を進めるため

には、EHR 事業の推進・運営主体（自治体や医師会、地域の中核病院等多様な主体が考えられる）が

大きな負担なく比較的容易に導入できるような低廉な標準システムや運用体制等、事業の持続可能な

モデルを示していく必要があると考えます。 

富士通総研では、これまでの様々な医療 ICT 関連事業での調査分析経験等も踏まえ、今後、多くの

地域で EHR 事業が普及展開していくためのポイント（普及展開上の課題・障害への対応策）として、

EHR事業進行の各段階において、大きくは次の5項目が特に推進上重要なポイントになると考えます。 

 

 

図：EHR 普及展開のポイント 

 
具体的には、まずは EHR 事業の立ち上げ・円滑な推進のために必要な体制のあり方、次いで EHR

による情報共有・活用に参加する医療機関や患者の集め方や、参加者増に備えた情報共有・活用

への本人同意の取得方法、そして情報共有・活用の基盤（ネットワークやシステム）構築に当た

っての留意点、導入時・運用段階それぞれでの費用負担のあり方となります。 

今後は、これらそれぞれにおける留意点等を踏まえた事業展開が重要になってくると考えます。 

 
５．おわりに～ICT 利活用における注意点 

数年前にはいわゆる「医療崩壊」という言葉がはやり、各地域で地域医療提供体制の確保に向

け、地域医療再生計画等による取組が進められています。 

地域医療連携システムやEHRといった地域住民の医療データ・カルテ等の共有やバックアップ、

遠隔地からの医療支援（遠隔医療システム）といった医療現場での ICT 利活用は、限られた医療
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資源の効率的な活用と地域住民への医療サービスの向上、つまり地域医療再生にも大きく貢献す

るツールと言えます。 

本稿にて説明したように、これらのツールはそのメリットは明らかなものの、様々な障害・理

由等から必要とされるべき所で未導入ということが少なくありません。 

富士通総研では、本稿で紹介したノウハウも含め、これまでの豊富な医療 ICT 関連事業での知

見・経験を活かし、必要とされるべき地域での導入支援に貢献していきたいと考えております。 
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