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高等教育の無料革命は、「学び」を変えるか	 

～MOOC が創る新たな知の担い手～	 

北海道大学公共政策大学院教授	 蛯子	 准吏	 

高等教育機関におけるインターネットの新たな活用が広がっている。世界的規模で無料のオンライン

授業を公開する「大規模公開オンライン講座（MOOC：Massive	 Open	 Online	 Course）」の活用である。

MOOC では、従来の無料公開講座の取組みであるインターネット上で講義を「視聴」することに加え、学

習活動の支援や履修認定など実際に講義を受ける学習環境に近いサービスを無料で利用することがで

きる。従前よりインターネット上で同等以上の大学等の教育サービスが提供されており、技術的に特質

すべき点は少ない。MOOC の大きな特徴は、無料であること、個々の大学に閉じた取組みではなく複数の

大学が参加する場（プラットフォーム）であるなど、利活用面にあると整理される。	 

	 MOOC の登場は、今後どのような影響を与えるのか。以下の３つの観点から考察したい。第一に高等教

育機関のビジネスシステムの変革があげられる。高等教育機関は学生に対し知識を提供する対価として

授業料等を徴収するビジネスシステムにより組織を運営している。佐々木毅氏は、学びを「知る」、「理

解する」、「疑う」、「超える」の４つの段階に整理1しているが、MOOC により、その 初の段階である「知

る」学習活動について、オムニバス的な知識ではなく物事を構造的・体系的に「理解する」ことを補佐

するレベルに近い洗練された教育サービスを無料で利用することができるようになる。iPod が音楽ビジ

ネスのあり方を抜本的に変えたように、知識を得るためにその対価として授業料を支払う高等教育機関

のモデルが、大きく変革する可能性がある。	 

	 第二に教育機会の拡大があげられる。MOOC は経済的理由により今まで高等教育を受ける機会を持てな

かった途上国を中心に、学びの機会を拡大することが期待される。高度な教育を受けた人材が増えるこ

とで、貧困問題の解決に向けた一助となる可能性がある。また、先進国においても高等教育を受ける機

会を持てなかった人々に対して学びの機会を拡大することで、生産性の向上をはかり経済活動を活性化

するとともに生涯を通じた学びの活動を促進することが期待される。	 

	 第三に新たな知のネットワークの形成があげられる。インターネットならびにソーシャルネットワー

クの普及に伴い、世界中の人々が繋がる機会を容易に持つことができるようになったが、知的生産のネ

ットワークは研究者など専門的な知識を有する一部の層に限定されている。MOOC は、これまで大学など

高等教育機関が提供する知的生産のネットワークに参加できなかった層に新たな参加の機会を提供し、

様々な主体が参加する重層的なイノベーション活動を促進する可能性がある。ルネッサンス期において、

ニュートンの万有引力の発見へと繋がる科学の発展は、特定の層による書物偏重の知から市民など広い

層に開かれた経験に基づく知への転換が契機となった2と言われている。そして、その契機は印刷書籍と

いう新たな場の登場が創りだした。MOOC は発展途上の段階にあるが、新たな知の担い手を産み出す従来

にはない場を創りだす契機となる可能性を秘める。今後の動向を注視したい。	 	 

                                                   
1 佐々木毅「学ぶとはどういうことか」（講談社） 
2 山本義隆「磁力と重力の発見」（みすず書房） 
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悩む評価から政策を進化させる評価制度へ（第 2回）	 

北海道大学公共政策大学院教授	 宮脇	 淳	 

1.はじめに  
前回 11 月号から二回に分けて基礎自治体たる市区町村にとくに焦点をあて、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回の「検証」では、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を行った。第 2
回となる今回では「改善の方向性」、具体的に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、住民参加による政策評価の充実等を以下で整理する。 
 

2.住民参加と政策評価  
地方自治体、とくに基礎自治体の政策展開において住民参加は不可欠な要素となっている。それは、

行政と住民、政治と住民、そして住民相互間のパートナーシップの充実を生みだすものであり、受益と

負担の関係を共有し住民の地域に対する役割、責任を再認識するためにも極めて重要な取組である。し

かし、行政に長所と短所があるように住民参加にも長所と短所があることを行政も住民も共に認識し政

策評価制度等への参加をスタートさせる必要がある。それがないと、政策評価制度へ参加しても自らの

主張が実現しないことに対しての住民側の不満や議会との軋轢の発生などにより、意図とは逆に政策の

進化を妨げる要因となる。そもそもパートナーシップは協力し合う者同士が互いの長所と短所を認識し

補い合うことで高い効果を上げることができる。一方の短所を一方通行で補い、あるいは批判するだけ

では、高い成果を生みだすことは困難となる。住民参加、パートナーシップは行政と民間が対等の関係

で「共に考え共に行動する」水平関係を基本とする。この水平関係が持つ長所と短所がそこには必ず存

在する。簡単に整理すれば、住民参加による水平関係の展開の長所は行政では認識できない問題点を

様々な視点から発掘できる点、短所は問題点の発掘はできるもののそれを体系的に解決することは困難

なことが挙げられる。政策評価を巡っても同様の長所と短所を有している。 
住民参加の課題を検証する上で有用なモデルが「ゴミ箱モデル」である。住民参加等による政策形成

の過程をゴミ箱に見立てて、そこに適当に投げ込まれる問題点や解決策がどのような状況にあるかを説

明したモデルである。その中核は、実際の政策形成は合理的に行われるではなく、問題点と解決策が無

秩序なゴミ箱の中で選択されているに過ぎないとしている点にある。ゴミ箱モデルの本質は、政策形成

を単なる混沌状態ではなく組織化された無秩序と捉える点にある。この組織化された無秩序を構成する

のが、「不明確な選好」、「不明確な技術」、「流動的参加構造」の三要素である。 
	 第 1の不明確な選好とは、政策形成に参加する人々が予め思考の前提となる選考の基準、理想への目
標を明確に認識し共有していることが少なく、むしろ何を達成しようとするのかの選好基準を曖昧にし

ておくことで参加者自ら行動しやすい環境を維持する傾向にあることを意味する。ここでは二つの要素

が含まれる。一つ目は、参加が共通の目的やその目的を実現するための選好基準を共有していないこと

が多いこと、二つ目として目的や選考基準を不明確にしておくことで他者との間の対立を表面化させな

いことや責任の回避を可能にし、意思決定に対する自分の柔軟な位置を確保しようとする傾向があるこ

とである。選好に基づいて行動するよりも、行動に基づいて選好を発見することを意味する。政策評価

に置き換えれば、政策評価に参画する評価者がその前提となる分析において多くの視点を持ち発揮する
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ことは有用であっても、評価において参加者がそれぞれ異なる評価基準を有していれば政策評価は方向

性を失い悩むだけの存在となる。こうした不明確な選考の弊害を克服するため、合理的形成仮説による

社会科学的客観性に担保された定量的指標の導入は重要な役割を果たす。 
	 第 2の不明確な技術とは、政策形成への参加者が政策の意思決定プロセスの全体像を十分に理解して
いないことを意味する。参加者は自分自身の認識した事実については理解しているものの、その事実が

経済社会の中でどのような位置づけにあり、その解決策が如何に形成されるかに対する点については断

片的にしか理解していない場合が多い。そうした断片的認識では、政策形成や意思決定、さらに行動に

際して合理的な判断ができず、試行錯誤と先例重視を繰り返す結果になる。 
第 3の流動的参加とは、政策形成へ参加する人たちが設定された問題によって参加したりしなかった

りすることを意味する。参加者は自分の認識した課題には関心を払うがそれ以外の課題への関心は低下

する。同一問題であっても時間の経過によって参加者が投入する労力が異なるものとなる。	  
以上の点から住民参加等による開かれた政策評価の取組みでは、①目標や選考基準の共有、②議論の

結果が政策形成全体に如何に反映されるかの共有、③自らの関心事だけに囚われることなく政策議論全

体に参加することのルール化から始めることが必要となる。 
	  

3.政策評価を通じた政策思考の進化  
政策評価制度をよりよく機能させるため政策評価調書の形態の見直しや政策評価プロセスの改善、定

量的指標の見直しなどと努力が積み重ねられている。そうした努力の積み重ねは勿論、重要であり継続

しなければならない。しかし、いくら大胆に制度を見直してもそれだけでは問題は解決しない。なぜな

らば、政策評価を巡る問題は、制度に起因する以上に、政策評価に関わる政策思考を巡る体質自体に潜

んでいるからである。それでは、政策思考が持っている思い込みを認識し克服して行く手法とは何か。

それは以下の視点を政策評価のプロセスに組み込むことである。現行の政策評価制度の中で政策評価調

書の記載の質的改善、政策評価を巡る情報の質的改善といった地道な取り組みでも政策の進化をもたら

し、政策思考の体質自体を改善することが可能である。 
 
（1）政策評価調書を通じた政策の進化 
①論理性の追求 
抱えている思い込みを認識するためまず重要なことは、思考と論理性の違いを認識することである。

思考とは、既に整理したように知識と情報によって新たなイメージを形成することである。これに対し

て論理性とは、思考によって生み出された新たなイメージを言葉と言葉の関係に注意しながら誰にでも

理解してもらえるように一般化した文脈で表現することを意味する。思考は、あくまでも新しいイメー

ジの形成への挑戦であり、論理性とは他者にそのイメージを伝える一般化のプロセスである。論理性の

追求は広く地域住民に制度や政策等を伝えるために不可欠であり、また開かれた政策議論を進めるため

にも不可欠な存在である。政策評価調書は、政策評価そして政策の進化を地域、住民に伝える論理性を

担保する場であることを認識し、行政内部の事務処理の文書ではないことを再確認しなければならない。 
その上で、政策評価調書の記載において論理性がどこまで担保されているか政策評価のプロセスを含

めた質を判断する際に極めて重要となる。一枚の政策評価調書の中にもいろいろな矛盾や不明確な内容

が記載されていることが少なくない。そのことは、政策評価調書の質の問題にとどまらず、政策評価制

度自体の事務的ルーティン化が進んでいることを示唆している。論理性の追求は、政策思考によって生

み出された新しいイメージを広く普遍的に伝えることである。したがって、特定の業界用語を使って限
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定的な範囲の論理性を追求するのではなく、伝える人、受ける人の双方に普遍的かつ同一性をもって理

解し合える土台をつくることが論理性の追求である。この普遍的な論理性の追求があって、はじめて開

かれた政策議論が可能となる。従って、政策評価調書の作成にあたっても特定の行政の業界用語や文章

を使用することなどは極力避けなければならない。行政が業界用語を使って限定的な論理性を追求する

ことを「官庁文学」という言葉で表現することがある。これは、限定された論理性追求によって文書や

発言に現れる官庁が使用する独特の表現を意味する。官僚体質を表す表現として、前例踏襲主義（過去

の事例をベースに将来に向けた意思決定を正当化すること）、稟議制度（下部機関で作成された原案を

関係部門、上位部門に回付して同意を求めること）、依法主義(法令の条文に形式的かつ過度に依拠する
こと)などがよく指摘される。そのいずれもが、官庁独自の論理性を追求するためにエネルギーの多くが
費やされる結果生み出される行動の代表例である。規模の大小にかかわりなく、国と地方の大きな行政

体系の中で基礎自治体たる市区町村もこの官庁文学の構図の中に程度の差はあっても存在している。民

間企業でも同様の体質が内在している場合、お役所体質やお役所仕事等の言葉で揶揄される。もちろん、

官庁文学を通じて論理性を追求することは、一定の役割を果たす。官庁内部で制度や政策の内容を明確

に意思共有して確実に執行していくために、論理性を追求することは不可欠である。 
しかし、政策評価においては官庁文学が持つ弊害が認識されなければならない。住民も含め広く普遍

的に伝えることが政策評価の論理性を高めて行く。それだけではなく論理性追求は、思考とは異なり新

たなイメージを直接もたらすものではないことに改めて十分留意すべきである。官庁文学としての論理

性追求が閉鎖的に繰り返されれば、そこに埋め込まれている思考は、自由や飛躍ではなく過去形成され

思い込みを積み重ねた硬直化したイメージにすぎなくなる。そこに、前例踏襲主義や過度に法令の文言

解釈に依存する依法主義が浸透する温床が生まれてくる。政策評価調書の記載内容が限定的な論理性に

陥っていないか常に外部の目に晒すことが必要となる。その際に、社会科学的客観性を持つ定量的指標

の存在は、説明責任を論理的に果たすための材料として重要な意味を持つ。 
②多義性と曖昧性の克服 
政策評価調書を巡りさらに指摘しておくべき事項として、第 2に多義性、曖昧性の問題がある。制度

や政策の展開においては文章解釈が持つ特性として「内容を明確にする」以上に「状況に即して解釈し

理解する」ことを優先する場合が少なくない。このことが、制度や政策を個別事例ごと、あるいは解釈

する人や組織等の立場で伸び縮みさせる要因となる。多義性と曖昧性は本来異なる概念である。多義性

とは、言葉の明確な意味としていくつかの内容があるこという。 
多義性は、辞書的多義性、代名詞的多義性、文章的多義性に分けられる。辞書的多義性は、単語の意

味として複数以上の内容があること、代名詞的多義性とは代名詞が指し示す内容が複数以上あること、

文章的多義性とは単語が統合された文章の文法に則った解釈において複数以上の内容があること、を意

味する。こうした多義性を完全に排除することは困難であり、また適切ではない。しかし、政策評価調

書の記載を通じて多義性による虚偽や多義性を活用した制度・政策の伸び縮みが発生するとすれば、こ

れに対して多義性を排除し明確化する努力が必要となる。制度・政策の伸び縮みを利用した制度・政策

の本来の意図とはかい離した点に効果が帰着し、政策評価自体を形骸化させる大きな要因となる。 
一方で曖昧さは言葉の不明確さ・不正確さを意味する 。したがって、曖昧な内容は、使用する文脈

ごとに内容を変えると同時に、それぞれが一定の価値観の中で正当性のベールを持つことなる。多義性

以上に、制度・政策を伸び縮みさせる要因となりやすい。多義性と曖昧性を持つ記載を政策評価調書の

検証を通じて改善する努力を続けることは、政策に関する説明責任の充実を通じて政策思考の体質改善

を図り政策の進化をもたらす要因となる。 
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（2）新たな情報の創造と異化効果の発揮 
前節では政策評価調書の記載の検証を通じた政策評価の進化を目指した。これに対して異化効果は、

政策評価に資する新たな情報を形成し政策評価の視野を進化させる取組である。政策思考は、自由と飛

躍、新しいイメージの形成であり輝きを求める行動である。しかし、思い込みを認識し知識や情報を論

理性とは別の視点から展開しても新しい輝きをすぐに実現することは簡単ではない。そこに思い込みを

克服し気づきをもたらす重要な要素として「異化」が必要となる。 
異化とは、「見知らぬ」という意味を語源としており、分かりきっていると思っている事柄に注意を

向け、分かりきっているという思いが外見だけのものであることを知ることである 。そして、外見だ
けの意味をはぎ取ってその中にある新しい真実を掘り起こすこと、これを「異化効果」と呼ぶ。政策の

進化を図るための政策評価制度の核のひとつはこの異化効果にある。 
異化効果は、ドイツの演劇家ベルトルト・ブレヒトが演劇用語として使用したものであり、演劇の中

の出来事を観客が批判的に見られるようにする方法で、ある事柄からその特性として一般的に認識され

ている部分を取り除くと、そのある事柄が未知の異様なものに見えるという効果を示している。異化効

果を別の言葉で表現すれば、「真理の追求」と言える。哲学者マルティン・ハイデッガーは、「忘却され

ているものの覆いを取り去って、あらわにすること」を真理と定義づけている 。さらに、ヘーゲルは、
「わかりきっているとみえることは、本当に理解されていることではない。わかりきっているという印

象を与えるものをきちんと分析しなおして、わかりきっているという現象が実は外見だけにすぎないこ

とを明らかにしていくことが必要」としている 。また、既知のものが分かるものとなるためには、既
知のものが目立たないものとしての性格を捨てなければならない。すなわち、当たり前、わかりきって

いることを、政策評価制度を通じて目立つ存在、特殊な存在として見つめなおさなければならないので

ある。個人、組織や地域のネットワークも日ごろ慣れ親しんだ事柄は、分かりきっていること、当り前

のこと、耳触りの良いこととして無条件に受け入れやすい。その当たり前の世界にこそ思い込みがあり、

無理解があり、未知が存在し、その思い込みと未知が真理を覆い隠す原因となる。未知を掘り起こし覆

いを取り払い、自らの分かりきっているという意識たる思い込みを問いただすことに自らの真理の追求

と異化の本質があり、そこに政策評価制度の意義と政策の進化が生み出される。未知の事柄は無意識の

中に隠されている。無意識の中に隠された未知を掘り起こすためには、政策評価制度のプロセスを通じ

た「気づき」が必要となる。政策評価を通じた気づきをもたらすには、政策評価を支える新たな情報の

創造が不可欠である。具体的には第１はコストの明確化、第２は政策議論の透明性の確保である。 
①コストの明確化 
第１の気づきの要素はコストの明確化である。ここでのコストの明確化は、利益追及や経費削減、財

政削減、さらには評価を行う点に目的があるのではない。公会計、そして財政原則をベースに活動し意

思決定してきた地方自治体の中で無意識となっている領域に、コストという概念を使って気づきをもた

らし、これまで見えていなかった制度や政策の姿を認識することを目的としている。 
【フルコスト】 
コストの明確化が異化効果をもたらす理由は、地方自治体と民間企業では「コスト」の概念自体がそ

もそも大きく異なっているからである。民間企業のコスト概念では、フルコストの把握が重要となる。

民間企業では自らの活動に必要なすべての費用を将来までも見越して(減価償却引当金、退職給与引当金、
貸倒引当金等)計上し、その上ではじめて利益が認識される。こうした認識を企業全体としては当然のこ
と、部門や事業ごとにも展開する。これに対して、地方自治体をはじめとした公的部門では、予算制度

を通じてそれぞれの部局ごとに分断されたコストのみが縦割りで把握され、人件費、総務費、企画費な
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どの間接費等を事業ごとに配分する等によるフルコストの把握は一般的に行われていない。このため、

事業部局が総務、財務、評価などの間接部門の作業のために投入したコストを把握することはなく、い

くら間接部門に時間を投入しても部局ごと、事業ごとのコストに影響を与えることはない。たとえば、

事業部Ａ事業に関する予算獲得、評価作業への対応に事業部の総括担当者、あるいは財務部、評価部の

職員がいくら時間を投入してもＡ事業の予算上の事業費は原則として増大しない。それは、各職員が予

算編成や評価作業に対して投入したコストは、人件費や財務部、評価部の予算に計上されＡ事業費とし

て配賦加算されないからである。この結果、Ａ事業に実際に投入された間接費を含むフルコストは把握

されず、一部のコストのみで評価される結果となる。一方で予算編成や評価作業にいくら時間を投入し

ても個別事業費に影響しないため可視化できず、予算編成や評価等の間接部門に対する作業に多大な時

間を投入していても直接コスト認識されず非効率な構造が放置される結果となる。仮に予算編成や 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（資料）宮脇淳「図説財政の仕組み Ver.2」東洋経済新報社、2012より作成。 
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評価作業の間接コストも適切に各事業に配分し計算されれば、予算編成や評価に投入された時間や作業

が多くなるほど、各事業のコストは増加する。このため、間接部門の効率化に対する要請も強めること

が可能となる。今までの縦割りとは異なる視点で、行政の意思決定や作業過程を見ることが可能となる。 
【機会コスト】 
	 機会コスト概念は、現金主義を基本とする地方自治体では理解が難しい概念である。機会コストとは、

そもそも希少性を前提とする概念であり、右肩上がりで新しい資源を追加投入できる時代にはあまり意

識されなかった。しかし、２１世紀において地方自治体では、財源も人材も時間も大きく不足し希少性

を高めている。希少化する財源、人材、時間を少しでも比較優位の分野に投入し、より良い行政サービ

スを提供することである。たとえば、会議に費やしている時間はタダではない。その時間を行政サービ

スに割けば、公共部門としての付加価値を高めることができる。会議が無用ということではない。会議

を効率的かつ有効に行うためには、この公共部門として高めることができた付加価値を常に認識するこ

とである。 
さらに機会コスト意識は政策評価にも影響を与える。たとえば、職員研修の講師にかかる直接的コス

トは謝礼と交通費程度である。この現金主義による概念からすれば、研修を受ける職員が如何なる地位

の人であっても同じコストとなる。しかし、明らかに部長クラスと新入職員クラスでは機会コストは大

きく異なる。部長クラスへの研修は、人数が少なくても給与水準は高くかつ機会コストも大きい。こう

した機会コスト等を踏まえた政策評価では、部長クラス、新入職員クラスに同じ内容の研修を展開すれ

ば、部長クラス対象の研修の費用対効果は、新入職員クラスへの研修よりはるかに悪い結果となる。こ

うした気づきの意識を持つと、講師も受講者も研修に臨む姿勢が変化する。 
以上、フルコスト、機会コスト以外にも図 2で示すコストに関する情報が存在する。今、身の回りに

存在する情報の多くのものは、これまでの行動原理や既得権益による配分を根拠づけ正当化するものと

なっている。この覆いを取り払い真理の情報を見る手法のひとつがコスト分析である。コスト情報は、

これまでの財政等資源配分を見る視点を大きく変えるものであり、これまでの資源配分の在り方を異な

った視点から検証する。なお、こうした間接経費の配賦によるフルコストに対する疑問点として正確に

配賦基準等を設定することができず客観的なフルコストを認識することができないという問題点があ

る。この問題点に対しては、「客観的」とは何かを明確にすることが必要である。客観的とは「比較可

能性を担保」することである。比較可能性を担保するには、統一された同じルールで間接コストを関係

部局に割り振り配賦することが必要である。絶対的に正しい配賦基準が必要なのではなく、部局ごと、

組織ごとを相互比較できる統一されたルールでフルコストを把握することがまず出発点となる。それに

より、 低限の客観性は担保されることになり、その後、さらにより良き配賦基準を求めていくことに

なる。企業会計の原価計算でも同様の仕組みの中で展開されている。 
 
②透明性の確保 
気づきをもたらす第２の要素は透明性の確保である。透明性の確保とは、意思決定や事務・事業の執

行プロセスなどを外からでも認識できる仕組みとすること、すなわち、オープン化を意味する。先のコ

ストが個人や組織の行動様式を新たな視点で解き明かす手段であったのに対して、見え消しは個々人や

組織の意思決定プロセスにおいていかなる問題提起がなされ議論が展開され、その結果、如何なる結論

に到達したかを明らかにすることで、意思決定プロセスに潜む思い込みを掘り起こすことである。具体

的には、意思決定や事務・事業の意思決定プロセスを「見え消し」の手法で確認することである。見え

消しとは、「評価をする」ことである。先の意思決定者の結論を、後者の意思決定や議論参加者が分か
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るように否定する仕組みであり、当然、否定の理由、そして議論と対話の流れを明確にする仕組みが求

められる。先の意思決定者の結論を削除し、後の意思決定者が上書きし自分の結論に置き換えればよい。

しかし、こうした上書き方式では 終的な結論に至ったプロセスが不明確となり、そのプロセスにおい

ていかなる検討が展開され採択あるいは否定されたか、その理由は何かを認識することができない。こ

のことは、単にひとつの意思決定の透明性を奪うだけでなく、政策決定に関する議論を住民が検証する

ことを困難にすると同時に、議論の構造化を困難にして同じ議論を、形を変えて繰り返すことで政策の

質的進化を阻む要因ともなる。 
ハイデガーが活用した「見え消し手法」は、既知として表明された意識を誰もが共有できる形で否定

する手法である。この手法により、議論のプロセスが明確となり気づきが生まれると同時に、同じ議論

を繰り返すことがなく議論の構造化が可能となる。意思決定に向かっての様々な思考のプロセスが明ら

かとなり、そこでの議論を通じ他が時間軸の中での検証が可能となる。意思決定プロセスを透明化する

ことは、様々な思考に基づく選択肢をぶつけ合いながらその優劣についてひろく住民を含めた外部に伝

えていくための論理的な整理を意味する。 
 

4.基本構想改革と政策評価 
2011年の地方自治法改正によって基本構想策定の義務付け自体が地方分権改革によって廃止となり、

仮に基本構想を作成する場合でも条例規定などがない限り議会の議決を必要要件とすることもなくな

った。従来、市区町村の首長を中心に作成されるものの基本構想に対して議会の議決要件を付していた

理由は、基本構想が住民生活に密着した基礎自治体の根本的運営方針について将来を見込んで策定する

内容のため、長期にわたり住民生活に大きな影響を与えることにある。すなわち、基本構想は短期的な

視野ではなく、長期的な視野に立って地域経営の根幹的運営方針を定めることを本来意図している。な

お、基本構想の下に策定される具体的な基本計画、実施計画については、首長の責任で策定され従来も

議会の議決は要件とされていない。 
	 基本構想の位置づけの見直しは、国の地方自治体に対する関与の廃止という地方分権改革の視点だけ

でなく、基本構想を頂点とする総合計画の質にも問題が生じていることにある。基本構想を頂点とする

総合計画は、右肩上がりで外部環境が大きく変化しない中でこれまで少なくとも機能してきた。地方自

治体の地域経営に長期的指針を与える一方で、実際の具体的運営は基本構想と乖離して展開する中で不

要・不急な施策・事業の実施を正当化し、施策や事業の失敗・遅延の明確化を拒み問題先送り型を誘引

する一因となっていたことも否定できない。少子高齢化・グローバル化の時代を迎え外部環境の変化が

激しい中で長期計画を設定するリスクが高まり、基本構想を頂点とする総合計画の質の抜本的見直しが

不可欠となっている。基本構想は地方自治体の長期の地域経営方針を定めることから、短期・中期の視

野からの安易な変更は避けなければならない。その前提の下での内容策定が求められる。 
多くの基礎自治体では基本構想とその下における基本計画、実施計画等を政策評価の重要な評価軸と

して位置づけている。その評価軸となっている基本構想を頂点とする総合計画の質の見直しと位置づけ

の見直しが提示されると同時に、首長のマニフェストとの関係など再度、地方自治体自体で再整理すべ

き課題となっている。しかし、どのような再整理を行ったとしても、政策評価制度が政策思考の体質を

常に検証し政策の進化に結び付く機能を果たさなければならない。それなしでは、政策評価制度は地方

自治体に逆機能をもたらす存在となる危険性を抱え続けることになる。 
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タコ壺化と自治体経営	 

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

                              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
従来から地方自治体の組織におけるタテ割の構造は、見直すべき大きな課題として認識されてきた。 
組織にタテ割の構図をもたらす縦型ネットワークは、階層化と標準化のふたつの要素を基本に組み立

てられており、①問題解決に向けた代替案の抽出を過度に回避し問題を単純化する傾向が強く意図しな

いリスクが発生しやすいこと、②分断された縦割利益を優先しやすいこと、③先例重視の体質が強く、

時間軸の経過と共に既得権化しやすいことなどの課題を深刻化させ、行財政の肥大化と硬直化を助長さ

せるマイナスの要因を持つ。この課題を是正し、縦型ネットワークの機能を進化させるために、階層を

減らしたフラット組織等の導入も進められている。 
２１世紀の地域の持続的発展の実現には、経済社会の様々な要素が相互連関性を高めていることに留

意する必要がある。経済、財政、社会、環境などあらゆる問題が相互連関性を強め、ひとつの視点から

だけで政策や財政のあり方を思考し、解決に結びつけることが困難となっている。このため、階層化に

よる情報の格差・断絶を是正し政策による問題解決に対して、より広い視野と情報共有を可能にする組

織の機能を組み込むことが選択肢となっている。もちろん、縦型ネットワークが無用になることはない。

問題解決に向けた一体的取組等その良さを進化させるためにフラット組織等を導入し、同時に上記の課

題を克服するものである。しかし、フラット組織には大きな落とし穴がある。それは、階層化が形式上

消えた中で情報共有が従来以上に希薄化し、組織図とは裏腹に担当ごとにタコ壺化が激しくなり、地方

自治体全体の状況や経営を意識する視点が幹部職員を中心に空洞化し易いことである。この問題は、と

くに地域や組織の全体像を示す自前のデータ情報を保有・活用していない基礎自治体に多い。国のデー

タ等の活用だけでなく、データを自ら検証し少しでも生み出す視点の中で全体的視野は養われて行く。 

政策シグナル  
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日本経済・社会のグローバル化	 

北海道大学公共政策大学院教授	 宮脇	 淳	 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（資料）財務省「国際収支統計」より作成。 

2013年 9月の国際収支は、経常収支ベース（季節調整済み）で 1252億円の赤字で 7カ月ぶりの赤字
となり、21世紀の日本の方向性を示唆する動きとなった。経常収支が赤字となった主因は、貿易収支の
大幅な赤字拡大にある。新興国を中心に輸出が減少した一方で、原油等の輸入額が拡大していることに

よる。これに対して、所得収支は大幅な黒字を続けている。海外への直接投資収益、そして証券投資収

益共に増加を続けており、こうした増加傾向は今後も続くものと見込まれる。日本経済の海外投資依存

が一層強まっていることによる。こうした流れは地域経済にも影響を与える。金融機関だけでなく地方

自治体自体が地域から世界に飛び出し政策展開すると同時に、再生エネルギー活用によるエネルギーコ

ストの地域単位での徹底した削減や大胆な付加価値拡大のための政策発想がそこでは求められる。 

アジアリンクアジアリンク   
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機能する施策評価に必要な条件	 
〜Ａ自治体の取組を通じて〜	 

株式会社富士通総研	 公共事業部	 佐々木	 央	 

はじめに 
	 1990 年代中頃に川西市（兵庫県）や三重県で取組が始まった行政評価（事務事業評価、施策評価、
政策評価など）は、その後、主に行政改革の手段として全国の地方自治体に取組が広がった。しかし、

多くの自治体で、行政評価の取組が形骸化し機能不全に陥っている。それでも一部の自治体では、行政

活動の基本となる事務事業を対象とした事務事業評価を機能させ、行政経営上、有意義な取組とするこ

とができている。しかし、政策体系上、事務事業の上位に位置づけられる施策を対象とした施策評価に

ついては、筆者の知る限り、有意義な取組として機能させることができている自治体は、ほぼ皆無であ

る。 
	 一方、この間、東京都心部をはじめとする一部の恵まれた自治体を除くほとんどの自治体では、行政

課題の新規発生・多様化と、財政状況や職員数削減などの経営資源の制約強化が同時に進行し、今後も

経営環境は悪化の一途が予想されている。 
	 本稿では、将来に向けて経営環境の悪化が明白な全国の地方公共団体において、ＰＤＣＡサイクルに

基づく実効性の高い行政経営の確立と運用が極めて重要であるとの認識のもと、その核となる施策評価

を機能させ有意義な取組とするためのポイントの一部を論じる。なお以降は、基礎的自治体である市区

町村を前提とした内容とする。 
 
１．施策評価の概要 
	 そもそも施策評価とは何か。字面からは、自治体が実施している「施策を対象に評価を行うこと」と

なる。では、施策とは何か。一般的に自治体が実施している個々の行政活動は、事務事業として政策・

施策・事務事業で構成される体系（以下、政策体系）のどこかに位置づけられる。その際、重要なのは、

事務事業は、政策体系で上位に位置づけられた施策の目的を達成するための一手段であることを理解す

ることである。逆に言えば、施策の目的を達成するための手段として各事務事業が実施されている。こ

の政策体系に位置づけられた施策を対象とした評価が、施策評価である。そのため、施策評価の意義は、

事務事業を実施するそもそもの目的としての施策を評価することにある。 
 

事例研究事例研究   
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図	 自治体の政策・施策・事務事業の体系（政策体系）の例 

 
	 では、施策評価に取り組んでいるほとんどの自治体で、適切に機能させられず実質的に形骸化してい

るのはなぜか。後述するように、構造上（仕組み上）と運用上の両面で多くの問題を有しているという

のも大きな理由であるが、それらの問題は比較的容易に解決可能であり、致命的ではない。筆者は、施

策評価が機能しない根本の要因は、各自治体が施策評価に取り組む目的や施策評価によって得ようと考

える成果を熟考せず、安易に導入・運用していることにあると考えている。すなわち、施策評価を実施

する目的・期待する成果が具体的でない、あるいは目的等が数多くありすぎてどれもが中途半端になっ

ているためと考える。言い換えると、手段・ツールでしか無い施策評価であるにもかかわらず、施策評

価を行うこと自体が目的化してしまっている状況こそが根本的な原因である。 
	 施策評価は手段・ツールでしか無いのだから、何を目的としどの様な成果を獲得したいのかによって、

有効な手段・ツールの内容（評価方法・評価制度）が変わるのが当たり前にもかかわらず、多くの自治

体では、他団体での施策評価の方法を表面的になぞって参考としながら、自団体の制度に置き換えてい

る。それだけで施策評価を機能させ有意義な取組にできたなら、偶然か奇跡と言える。 
・（悪しき目的例）施策評価によって、総合計画の進捗管理を行いたい。⇒	 進捗管理とは？？？ 
・（正しい目的例）施策評価によって、総合計画に位置づけた各施策の進捗管理を行いたい。具体的

には、計画の中に位置づけた施策の目的に即した目標の達成に向けて、どの程度進捗しているの

かを計測することである。進捗状況を計測することで、目標達成に向けて計画どおりに進んでい

る施策と進んでいない施策を明らかにする。さらには、計画どおり進んでいない施策についてそ

の要因を明らかにし、計画どおり進むように必要な見直しを行う。必要な見直しとは、施策の実

施手段である各事務事業について、施策の目標達成に貢献度の低い事務事業を休止・縮小させ、

余った財源を貢献度の高い事務事業に上乗せして拡充することで、・・・・・・・ 
	 上記は一例であるが、「議会からの質問もあるので、他の自治体も施策評価を導入しているからうち

でも導入することにした」等という理由では、当然に形骸化する。なお、施策評価や事務事業評価の導

入目的として、「住民に対するアカウンタビリティ（説明責任）」をあげている団体が多いが、何に関し

てどの様な説明責任を果たすのかを具体化できていない限りは、同様に形骸化した取組となってしまう。 
 
２．施策評価が抱える問題点 
	 導入にあたっての目的が不明という致命的な問題以外にも、施策評価には構造上と運用上の２面で多
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くの問題点がある。 
 
【構造上の主な問題点】 
・事務事業の成果の遅効性の問題：手段としての事務事業を実施することによって発生する成果が、

施策の目的・目標の進捗に明示的に影響するまでにタイムラグが存在する。 
・事務事業の実施と施策の目的・目標の進捗との因果関係の希薄性：住民等の受益者と密接する事務

事業の成果は活動実績との因果関係が強いが、上位に位置する施策の目的・目標の進捗は、事務事

業の実施成果以外に、社会経済環境などの外部要因によっても大きな影響を受けるため、行政活動

との因果関係が希薄である。 
【運用上の主な問題点】 
・施策評価の結果の出口戦略が不明：評価結果を何にどの様に活用するのかが不明。評価作業自体が

目的化している典型的な形骸化の例。 
・施策評価を行う能力不足：後述の通り、施策評価を適切に行い、かつ、評価結果を行政経営の改善

や高度化に活かすためには、これまでの職員に求められてこなかった新たな能力・スキルが必要で

ある。 
・施策評価の運用責任の誤解：行政評価全般に通じるが、施策評価を適切に運用する第一義的な責任

は、施策を所管する部門やその組織長（所管課や所管課長）にある。しかし、ほとんどの自治体で

は、施策評価自体を所管する事務局（企画部門や行政改革部門など）の仕事を、各施策の所管課が

付き合わされていると誤解されている。 
 
	 しかし、これらの問題点は克服可能である。前述の通り、将来に向けて悪化の一途が予想される自治

体の経営環境を踏まえると、これらの問題点を克服した上で、早急に施策評価を核としたＰＤＣＡサイ

クルに基づく実効性の高い行政経営の確立と運用を実現する事が、各自治体の行政課題に適切に対応し、

全庁での全体 適による必要対効果の高い行政を実現するための必要条件と考える。 
 
３．施策評価を核としたＰＤＣＡサイクルに基づく行政経営を実現するためのポイント（Ａ自治体の取

組事例を通じて） 
	 様々な目的や期待する成果が考えられる施策評価であるが、以降はＡ自治体での取組の途中経過を交

えながら、筆者が も重要でかつ有益と考える、施策評価を核としたＰＤＣＡサイクルに基づく行政経

営を実現するための主要なポイントについて論じる。 
 
【Ａ自治体の施策評価の導入の経緯・目的など】 
	 Ａ自治体では、従来から事務事業評価に取り組んでいたが、何を目的にどの様に評価結果を活用する

のかが曖昧となる典型的な形骸化の状況に陥っていた。そこで、新たな総合計画の策定を契機に、ＰＤ

ＣＡサイクルに基づく行政経営の確立を目指し、施策評価も含めた行政評価制度の再構築に取り組むこ

ととなった。 
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図	 Ａ自治体が目指す行政経営基盤の全体像 

 
	 Ａ自治体が重視していることは、限りある経営資源（職員、予算・財源など）を与条件とし、総合計

画に位置づけた施策の推進を、個々の施策に閉じた個別 適の視点では無く、全ての施策の総合・総和

による全体 適の視点から、目的・目標の進捗を目指していることにある。すなわち、経営資源に限り

が有るのだから、計画に位置づけた個々の施策の目的・目標を全て達成させることは不可能であるとの

当たり前で合理的な判断の下、目的・目標の達成を優先させる施策とその他の施策に分類し（＝選択と

集中）、達成を優先させる施策への優先的な経営資源配分と、その他の施策への残りの経営資源の相対

的な配分を実現するための手段・ツールとして、施策評価を運用しようとしている（＝施策評価を導入・

運用する目的や期待する成果）。 
	 これと正反対に位置づけられるのが、目標達成が是で、目標が達成したかどうかを評価すること自体

が目的化している施策評価である。その結果、達成が容易かつ無意味な指標とその目標の設定や、市民

への分かりやすさを優先して、目標達成度をＡ・Ｂ・Ｃ・Ｄ等の評語や「晴れマーク」・「曇りマーク」・

「雨マーク」などの記号で表現することで満足している場合が多い。「施策全体の○割が目標達成」と

誇示するに止まり、ＰＤＣＡサイクルに基づく行政活動のスパイラルアップ（継続的な向上・改善）に

は、ほとんど寄与しない形骸化の典型例である。なお筆者は、市民に対して分かりやすい施策評価と、

行政経営に役立つ機能する施策評価は、二律背反する事項と考える。 
 
【Ａ自治体の施策評価の「評価」】 
	 どの様な目的であっても、施策評価で共通する重要なポイントは、「評価」のあり方である。「評価」

であるから、２時点の数値や状況を比較検証しなければならない。公共事業評価で多く見られる事前評

価であれば、現状値と将来のある時点の予測値との比較、一般的な事後評価（または事中評価）であれ

ば、計画当初の現状値と評価実施時の実績値との比較が不可欠である。よって、施策評価の評価作業を

適切に行うためには、施策の目的、施策の実施によって実現しようとする成果、施策の推進により（い

つ・どの水準で）達成を目指す目標などが、事前に具体的な内容で設定されている必要がある。 
	 一般的に、ＰＤＣＡサイクルの起点となるＰｌａｎ（計画）には総合計画（特に基本計画）を位置づ

けることから、Ａ自治体では、新しい基本計画の運用に併せて、新たに施策評価を導入することとした。
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そのため、従前の基本計画で位置づけられていた施策では、目的が不明であったり、無意味な指標が設

定されていたりしたものを、新たな基本計画では、施策の目的・期待する成果の具体化の徹底、施策の

状況や目指す成果を表す指標の抜本的な見直しに取り組んでいる。それでも準備期間が短かったことか

ら、この取組は道半ばの状況にあり、今後の運用を通じて、全庁での一層の浸透が必要である。例えば、

義務教育分野で不登校対策に係る施策の指標として「不登校児童生徒数」を設定することを頑なに拒む

所管課が存在していた。施策の背景である行政課題の状況を定量的に把握する重要な指標であるが、所

管課は「市行政の努力と不登校児童生徒数の増減は比例しない」から、成果を基本とする指標としては

受け入れられないとの理由であった。これは、前述した事務事業の実施と施策に係る（指標の）目標の

進捗との因果関係の希薄性に起因する誤解と、「評価」という言葉の誤解によるものである。施策実施

の根拠となる行政課題が重くなったのか軽くなったのかを測定するための指標であり、当該施策をどの

様に見直すのかの根拠として必要であることを理解してもらうことが課題である。 
 
【Ａ自治体の施策評価の評価結果に対する「責任」と「資源配分」見直しの方法】 
	 経営資源の制約下で、基本計画に位置づけた全ての施策の目的・目標の総合・総和による全体 適（市

が担う行政課題の解決・改善の総量の 大化）を目指すＡ自治体では、基本計画で設定した成果目標の

達成状況に関する「責任」について、「選択と集中」の視点も交えて再定義した。あわせて、成果目標

の達成状況に基づく経営資源配分の見直しについても、優先的に配分するべき施策と、相対的に配分す

るべき施策に分類した。 
	 その概要は、下図のとおりである。注意すべき点として、従来から一般的に用いられている「アカウ

ンタビリティ」の意味・定義が異なることがあげられる。目標の達成・未達成に関する結果責任の説明

がアカウンタビリティであり、経営資源が制約される中では、限られた施策のみが該当する。一方、そ

の他の一般的な施策については、経営資源が無尽蔵では無いことから、全ての目標の達成を求めること

は、ナンセンスである。目標と現状とのかい離に関する要因を説明し、それを踏まえてどの様に見直す

のかを説明する責任（応答責任）が求められることとなる。 
 

 

図	 施策の成果目標の達成状況に関する「責任」と経営資源配分見直しの方向性 



  

	 

16	 
政策研究	 2013	 No.8 

【Ａ自治体の施策評価とその結果に基づく改善・改革の責任者（Check-Actの責任者）と能力開発】 
	 ほとんどの自治体で施策評価をはじめとする行政評価が機能しない大きな要因として、行政評価を機

能させるための責任の所在が不明確であることと、評価・改善を行うための能力・ノウハウが不足して

いることがあげられる。すなわち、評価結果に基づく改善・改革の一環として、従前の施策やその実施

手段である事務事業の内容や実施量（活動量）を変更することは、不利益を被る従前の既得権者からの

反発が予想されるため、施策等の所管部門やその責任者（部長、課長など）が積極的に取り組まないの

は自明である。特に、住民からの不合理な不平・不満・クレームなどが先鋭化している今日では、自己

防御として Check-Actに消極的な管理職員が多数を占める状況は、十分に理解できる。 
	 しかし、施策評価を適切に行い、その結果に基づき必要な改善・改革を実行しなければ、将来に向け

て悪化していく経営環境のなか、費用対効果で優れた行政活動を行い、地域によって異なる優先課題の

解決や将来都市像を実現することは困難である。 
	 Ａ自治体では、重点施策とその他の施策に分類の上、各施策の施策評価及びその結果に基づく改善・

改革の責任者を明確にし、全庁で実効性の高い行政経営の確立と運用に着手することにした。すなわち、

単に施策評価などのＰＤＣＡサイクルの導入・運用を進めるだけでは無く、それを担保するための人事

評価制度や、人材育成のための能力開発・研修制度の見直しにも同時並行で取り組んでいる。ただし、

その定着と成果が明確になるには、数年の期間が必要であると考える。 
 
４．おわりに 
	 筆者は、将来に向けて行政課題の増大・複雑化と経営資源の制約強化が見込まれる全国の地方公共団

体では、従来の延長線上では無い抜本的な行財政改革と、行政経営の確立が不可欠と考える。そのため、

施策評価は、ＰＤＣＡサイクルに基づく実効性の高い行政経営のための手段・ツールとして導入・運用

することが も有効との前提で、Ａ自治体での取組経過を通じて、機能する施策評価の必要条件につい

て、主なポイントを論じた。ただし、ＰＤＣＡサイクルに基づく効率的・効果的な経営の実践は、民間

企業においてもハードルが高い状況であり、自治体に定着するには時間が必要であると考える。また、

これらの問題に対して高い意識を有する首長による理解及び後押しと、庁内の経営幹部職員の高い見識

と能力が必要である。さらには、目先の選挙に左右されない高い見識を有する地方議会議員と、中長期

的な視点や経営資源の制約を理解し市行政全体の 適化に対する取組を後押しできる成熟した多くの

住民の後押しが無ければ、途中で挫折する可能性も高い。その意味で、行政・議会・住民の三者が同時

に成熟していくことが望ましい。 
	 今回は、紙面制約から一部の記載に留めるが、今後、別の機会にＰＤＣＡサイクルに基づく行政経営

とその運用のための条件について改めて詳細に論じたい。 
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2013	 No.3	 大都市制度と道州制の行方	 

地域政策の優位性検証プロセス②	 

町立病院赤字経営と財政運営（白老町）	 

TPP 議論の為の米韓 FTA の検証	 

認知症対策を中心とした高齢者の医療・介護制度等に関する	 

我が国と諸外国の動向	 

2013	 No.4	 持続可能な経済成長に向けて	 

安倍政権の骨太と地方自治体	 

骨太と米国・ユーロ政策	 

中国・台湾の経済	 

医療分野における日本企業のベトナムへの展開の取組	 

2013	 No.5	 岐路に立つ財政健全化への取組	 

安倍政権の骨太と地方自治体	 

骨太と米国・ユーロ政策	 

中国・台湾の経済	 

人口減少・少子高齢化を見据えた広域連携のあり方	 

2013	 No.6	 少子高齢化社会への備えはできているのか	 

三セク等改革推進債延長問題・研究会中間まとめ	 

NPM から NPG の視点	 

韓国の TPP 参加	 

Japan	 MICE のプレゼンス向上につながる地域資源の活用	 

2013	 No.7	 リスク管理とコスト管理の両立に向けて	 

悩む評価から政策を進化させる評価制度へ（第 1 回）	 

待機児童ゼロ政策の課題	 

中国の経済政策	 

医療・健康情報（EHR）の普及展開に向けて	 
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