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はじめに 

政策資源を有効活用するためには、事業の効果分析を通じて、効果が高い事業は拡大し、

効果が低い事業は縮小・廃止していくことが重要となる。効果的な事業を実施してくため

に、日本でもエビデンスに基づく政策形成（Evidence‐based policy making=EBPM）が推進・

実践されている。EBPM を進めるためには、個別の事業の効果を検証していくことが不可

欠だが、事業実施後に効果分析をしようとしても、必要なデータが揃わなかったり、適切

な効果分析手法を適用できなかったりといった理由で、意義ある効果分析ができないケー

スも多い。（第Ⅰ章、第Ⅱ章） 

そこで本事業では、以下の 2 つに取り組んだ。第一がロジックモデルの点検である（第

Ⅲ章）。経済産業省における平成 31 年度概算要求プロセスでは各事業のロジックモデルが

作成されているが、点検の視点を整理した上で、個別事業の点検を行った。第二が EBPM

推進事業の作り込み支援である（第Ⅳ章）。平成 31 年度に予算要求されている事業の中か

ら、10事業程度を EBPM推進事業に選定したうえで、各事業のアウトカムや利用可能なデ

ータ・分析手法等を検討したうえで、それぞれの効果検証方法を検討した。 

 

ロジックモデルについては以下の点が明らかになった。第一に、現状では関係者間で事

業内容を共有するための表現ツールとしてロジックモデルが活用されているが、効果的な

政策を検討するためのツールとしても活用をしていく必要がある。第二に、現状では事業

レベルでロジックモデルが作成されているが、上位施策や関連事業との整合性を検討する

観点から、よりまとまった単位で検討することも必要である。第三に、ロジックモデルは

事業や関連施策・政策を大幅に見直す時期に作成することが望ましい。（第Ⅴ章の１） 

EBPM 推進事業の作り込み支援については、以下の点が明らかになった。第一に、行政

データや既存データの利用可能性を高めていくことによって、効果検証のハードルを下げ

ることが可能となる。第二に、効果検証のためのひな形を整理しておくことが有効だと考

えられる。効果検証行うためには、いくつか整理すべき要素があるため、それらのフォー

マットを整理しておくことによって、効果検証方法のスムースな策定につながり得る。（第

Ⅴ章の２） 

 

本事業の取組を通じて得た横串的もしくはインフラ的な要素についてもとりまとめ、経

済産業省がさらに EBPMを推進するための方策の提言を行った。（第Ⅵ章） 

 

次章以降でその詳細を述べていく。 
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第 I 章 調査研究の目的・方針 

1. 背景及び目的 

政策資源を有効活用するためには、事業の効果分析を通じて、効果が高い事業は拡大し、

効果が低い事業は縮小・廃止していくことが重要となる。統計改革推進会議の 終取りま

とめにおいてエビデンスに基づく政策形成（Evidence‐based  policy making=EBPM）の推

進・実践が提言されており、昨年度から政府全体で EBPM を進めるための推進体制として

「EBPM推進委員会」が設置され、本年度からは各府省の EBPM統括責任者として、「政策

立案総括審議官」等が設置されているところである。 

EBPM を進めるためには、個別の事業の効果を検証し、その事業に効果があったのかど

うかや、事業効果を高めるためにはどのようにしていくべきか等を明らかにしていくこと、

言い換えると「エビデンスの創出」を進めていくことが不可欠である。しかしながら、事

業実施後に効果分析（＝エビデンスの創出）の方法を決定し、実施しようとしても、必要

なデータが揃わなかったり、適切な効果分析手法を適用できなかったりといった理由で、

意義ある効果分析ができないケースも多い。 

事業の効果を正確に分析し、政策判断に使えるエビデンスを創出するためには、事業実

施前に予め効果分析の方法を決定し、効果分析に必要なデータを特定することで、事業実

施等を通じて確実にデータを収集できるようにすることが重要である。この点は、「平成 29

年秋の年次公開検証の取りまとめ」でも指摘がなされたところである。 

そこで、本事業では、ロジックモデル・効果分析の設計に関するコンサルテーション等

を通じて、適切な効果分析の設計等のあり方について整理する。 

 

2. 本調査事業の概要 

本調査では、以下に取り組んだ。 

第一がロジックモデルの点検である。経済産業省における平成 31年度概算要求プロセス

では各事業のロジックモデルが作成されているが、点検の視点を整理した上で、個別事業

の点検を行った。 

第二が EBPM推進事業の作り込み支援である。平成 31年度に予算要求されている事業の

中から、10事業程度を EBPM推進事業に選定したうえで、各事業のアウトカムや利用可能

なデータ・分析手法等を検討したうえで、それぞれの効果検証方法を検討した。 

第三に、ロジックモデル点検や EBPM推進事業の効果検証方法の検討を通じて得られた、

課題や今後の方向性を整理した。加えて、経済産業省において EBPM を推進していくため

の提言をとりまとめた。 
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第 II 章 基本的な概念の整理： 

EBPM の基本的な考え方とエビデンスの創出方法 

本章では、本調査研究における基本的な概念である、エビデンス、EBPM について整理

をしていく。 

 

1. エビデンスとは何か 

EBPM の基本的な考え方を理解する上では、まず「エビデンス」の定義から考える必要

がある。エビデンス（Evidence）とは、一般的に「証拠」や「根拠」を意味するが、医療

をはじめとした Evidence‐Basedの取組が先行する分野の蓄積に照らして考えれば、行政の

政策評価プロセスにおいては「政策とその成果（アウトカム）の間の因果関係を示す証拠」

と捉えるべきである。因果関係が証明できれば、当該政策には、その目的を達成する上で

一定の成果があったか否かを評価することができる。一方、政策を立案する際に、社会課

題やそれが生じている原因を明らかにするための事前分析を行う必要があるが、そこから

得られる事実（ファクト）や要因分析もエビデンスと呼ばれることがある。しかし、これ

らは政策の因果効果を示すものではなく、あくまで政策立案の事前段階で活用され得る情

報である。そこで本調査事業では、このような情報を「ファクト」と呼び、政策の因果効

果を表す「エビデンス」とは区別して使用していく。 

以下では、「経済成長の鈍化」という社会課題を例に取り、関連するファクトとエビデン

スについて具体例を示しつつ、整理する。 

まず、「ファクト」とは、政策立案の初期段階において社会課題やその要因を把握するた

めの事前分析によって整理される情報であり、効果的な政策を立案する上で不可欠なもの

である。例えば、「経済成長の鈍化」という社会課題を考えたとき、課題解決のための行政

手段、すなわち景気停滞からの脱出を目的とした行政による介入こそが政策であるといえ

る。しかし、経済成長の鈍化といってもその事由は様々であり（家計消費の減少、企業の

付加価値額や設備投資額の減少、貿易収支の悪化など）、対策に投じることができる予算制

約を考慮すると、全ての要因に対処することは不可能である場合が多い。そのため、政策

を実施する際には、優先順位を付けて、 重要とされる要因から対処していく必要がある。

ここで重要となるのが課題やその要因の洗い出しのために行う事前分析であり、これは主

に既存の統計データ等を活用することで実施可能である。例えば、家計支出や企業活動に

関する統計データを活用することで景気動向を分析することができ、景気停滞を引き起こ

す重要因子を特定するのに役立てることができる。統計データを活用して事前分析を行う

ことで、行政が優先して対処すべき課題とその要因を特定できれば、その情報をファクト

として行政の介入目的が明確化され、限りある予算の中で 適な対策を実施することがで

きる。つまり、事前分析によるファクトの把握は、全ての政策の立案段階においてあって
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然るべきプロセスなのである。 

一方、「エビデンス」とは、政策とその成果の間の因果関係を示すものであり、政策実施

後にその効果を分析することで創出され、当該政策の効果や妥当性を評価するために利用

することができる。エビデンスを明らかにするための考え方はしばしば「因果推論」と呼

ばれ、因果推論に基づいて統計的な分析を行うことによって、政策の効果を明らかにする

ことができる。例えば、事前分析とファクトによって、経済成長の鈍化を引き起こしてい

る 重要因子が「企業の付加価値額の減少」だと特定された場合を考える。この場合、行

政による介入の目的は「企業の付加価値額の増加」となり、達成方法としては企業に対す

る「研究開発支援補助金の交付」や「企業経営専門家の派遣」、「ビジネスマッチングの支

援」など、様々な手段が考えられる。このとき、これらの政策評価に必要十分なエビデン

スとは、当該政策とアウトカムの間の因果関係を示す定量情報であり、すなわち「研究開

発支援補助金の交付」や「企業専門家の派遣」、「ビジネスマッチング支援」が原因で、「企

業の付加価値額の増加」という結果がどの程度生じたのかを示す根拠となるものである。

各政策の因果効果を示すエビデンスが存在する場合、当該政策が目的を達成するための有

効な効策であったかどうかをその度合いも含めて評価することができる。 

 

図表  II‐1 ファクトとエビデンスの整理 

 

 

また、場合によっては、エビデンスは「政策とアウトカムの間の定量的な因果効果」よ

り広義の意味で定義されることもある。例えば、米国教育省は、各州の教育行政機関や学

校に向けて、教育投資におけるエビデンスの活用に関するガイダンスを発行しており、そ

の中でエビデンスの「質」を図表  II‐2のように 4段階に分けて整理している1。この整理に

                                                        
1  U.S. Department of Education. (2016). “Non‐Regulatory Guidance: Using Evidence to 

Strengthen Education Investments” 
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照らせば、政策とアウトカムの間の因果関係でなくとも、双方の相関関係や政策のロジッ

クモデルが示されていれば一定の質を持ったエビデンス（Promising  Evidence または

Demonstrates a Rationale）となりえ、当該政策の評価に活用することができるのである。 

 

図表  II‐2 米国教育省によるエビデンスのレベルと要件 

エビデンスの質  要件  エビデンスの創出手法 

Strong Evidence   ある介入に対して、少なくとも 1 つの

実験的研究2が実施されている 

 研究結果から統計的に有意な正の介入

効果が確認でき、他の研究結果により

否定されていない、等 

ランダム化比較試験 

Moderate 

Evidence 

 ある介入に対して、少なくとも 1 つの

準実験的研究3が実施されている 

 研究結果から統計的に有意な正の介入

効果が確認でき、他の研究結果により

否定されていない、等 

傾向スコア等によるマッチ

ング、回帰不連続デザイン

Promising 

Evidence 

 ある介入に対して、少なくとも 1 つの

相関研究4が実施されている 

 研究結果から統計的に有意な正の介入

効果が確認でき、他の研究結果により

否定されていない 

回帰分析、差の差推定、等

Demonstrates a 

Rationale 

 評価研究は実施されていないが、ロジ

ックモデルが示されている 

 将来的にエビデンス創出するための工

夫が組み込まれている 

ロジックモデルの作成 

（ 出 所 ）「 Non‐Regulatory  Guidance:  Using  Evidence  to  Strengthen  Education 

Investments」を参考にMURC作成 

 

しかし、質の低いエビデンスは、政策評価において常に有用であるとは限らない。例え

                                                        
2 ランダム化比較試験が該当する。 
3 個人属性（年齢、性別等）や能力（過去のテストの点数）に基づき、被験者を処置群と対

照群に均等に割り当てることで両群の初期条件を均一にし、介入後のアウトカムを比較す

る手法。または、処置群／対照群への割当を区別する閾値（カットオフ）が存在する場合

は、回帰不連続デザインを用いた研究も準実験的研究に該当する。 
4 準実験的手法まで厳密ではないが、ある程度初期条件が似通った処置群と対照群を比較す

ることで、介入とアウトカムの相関関係（因果関係ではない）を確認する手法。 
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ば、「企業の付加価値額の増加」という目的のために「研究開発支援補助金の交付」という

政策を実施し、開始から 3 年後には企業活動に関する統計データから「補助金の交付額が

多い企業ほど、付加価値額の増加分の多い」という定量情報が得られたとする。このこと

から、補助金の交付額と付加価値額の間に正の相関関係があるように考えられ、この情報

は当該政策の妥当性を示す証拠の 1 つになり得る。しかし、補助金が交付されなかった企

業についても 3 年間の間に付加価値額の企業平均値が増加していたり、もともと付加価値

額が増加傾向にあった企業に対して優先的に補助金が交付されていたりする場合、補助金

の交付が原因となり付加価値額の増加と言う結果を引き起こしたとまでは言えない。その

ため、「研究開発支援補助金の交付」という政策は、「企業の付加価値額の増加」と言う目

的を達成するための有効な効策だと断言することはできない。つまり、政策とアウトカム

の間の相関関係を示す情報（図表  II‐2でいう Promising Evidence）は、当該政策の妥当性

を評価する上で必要ではあるが、双方の因果関係のような政策評価に必要十分なエビデン

スとはなり得ないのである。前述の米国教育省のガイダンスにおいても、可能であれば

Moderate以上のエビデンス（すなわち、因果推論を通じて介入効果が証明されているエビ

デンス）を伴う介入から優先的に実施することが提唱されており、やはり政策評価におけ

る質の高いエビデンスとは、「政策とアウトカムの間の定量的な因果効果」なのである。 

このように、エビデンスには、現状分析を通じて整理されたファクトや、政策とアウト

カムの間の相関関係、または因果関係など、様々な解釈方法がある。しかし、政策評価の

コンテクストにおいては「政策とアウトカムの間の因果関係を示す証拠」を創出できれば、

当該政策の効果や妥当性を評価するためのエビデンスとして十分である。したがって、本

調査事業においてはエビデンスを上記のように定義し、施策とその効果の因果関係を精緻

に把握できるよう、効果分析の設計等のあり方について整理した。 

 

2. EBPM とは何か 

本調査事業においては、EBPM を「前項で定義したエビデンスを参照・創出することに

よって、効果が上がる行政手段を明確化するための取組」と定義する5。すなわち、ある社

会課題を解決するための行政手段はいくつかあるが、予算制約の中で効果的に目的を達成

するための 善策は何かをエビデンスに基づき決定することこそが、EBPM である。前述

の例では、企業の付加価値額を増加させるための政策として、「研究開発支援補助金の交付」

や「経営専門家の派遣」、「ビジネスマッチングの支援」を挙げたが、各政策と付加価値額

の増加との因果関係を証明するエビデンスを活用し、どの政策が も効果的であったかを

                                                        
5 平成 30年 1月 12日に開催された第 5回統計改革推進会議幹事会において、内閣官房行政

改革推進本部は EBPMを「（１）政策目的を明確化させ、（２）その目的のため本当に効果

が上がる行政手段は何かなど、「政策の基本的な枠組み」を証拠に基づいて明確にするため

の取組」と定義しているが、本調査による EBPMの定義は（２）に近い。 

https://www.kantei.go.jp/jp/singi/toukeikaikaku/kanjikai/dai5/siryou1.pdf 
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明確化していくことが、本調査事業における EBPMである。 

例えば、過去に上記 3 つの政策を実施した経験があり、当時収集されたデータから図表 

II‐3のようなエビデンスが創出されていた場合を考える。ここで「エビデンス」とは各政策

と企業の付加価値額の間の因果関係を示す証拠であり、具体的には「介入費用 1 億円あた

りの付加価値額の増加分（企業平均値）」と定義する。図表  II‐3をみると、3つとも正の介

入効果を確認することができ、この意味では企業の付加価値額を増加させる上で全て有効

な政策であるといえる。しかし、1億円の費用投入に対する付加価値額の増加分（リターン）

について考えてみると、「経営専門家の派遣」は 30億円、「ビジネスマッチングの支援」は

20 億円である一方、「研究開発支援補助金の交付」は 40 億円のリターンが見込まれ、3 つ

の中で も費用対効果のよい政策であると判断できる。そのため、今後「企業の付加価値

額の増加」という景気停滞要因に対して行政が介入する際は、数ある政策手段の中から「研

究開発支援補助金の交付」を優先実施する合理性が得られ、限られた予算を も有効に活

用し目的を達成できるのである。 

 

図表  II‐3 各政策の費用対効果（介入費用 1億円あたりのお付加価値額の増加分） 

 

 

上記の例では、過去に実施した政策から既にエビデンスが創出されていた場合を仮定し

たが、全く新しい政策の場合は、エビデンスも創出されていないことがほとんどである。

そのような状況下では、政策を全面展開する前に、まずは少額予算で対象者を限定するな

ど規模を縮小させたパイロット事業から始め、そこから収集したデータを基にエビデンス

の創出を目指すことが合理的である。そこで政策の有効性を示すエビデンスが創出されれ

ば、規模を拡大して政策を実施する合理性が得られる一方、有効性が確認されなければ政

策の実施方法を改善したり、本政策を終了して目的達成のために新たな政策を検討し直す

こともできるのである。 



10 

 

このように、既存のエビデンスや新たに創出されたエビデンスに基づき政策を評価し、

本当に効果が上がる行政手段は何かを明確化することが、EBPM と呼ばれる取組である。

EBPM を推進するためには、効果的な行政手段を明確化することを目的に、各政策につい

てエビデンスを創出していくことが重要となるが、これを円滑に実施するためには、政策

実施前の段階からエビデンスの創出の方法論を検討しておくことが重要である。次項では、

この点について説明していく。 

 

3. 事業実施の前段階でエビデンス創出を検討しておくことの重要性 

質の高いエビデンスの創出にあたっては、当該政策の実施前の段階から、介入効果の測

定方法や必要となるデータの収集方法などの政策評価に関わる事項について、綿密に設計

することが重要である。この効果検証方法（リサーチデザイン）が政策実施前になされて

いなかったり、誤った評価設計を基に政策を開始してしまったりすると、実施後に意図し

ていた効果検証が実施できなくなるなど、エビデンスの創出に支障が生じてしまう。政策

立案の全てにおいて、エビデンスの創出を念頭にした評価設計を検討させる必要性はない

が6、特に事業実施後にエビデンスの創出が強く求められ、かつそれが可能である政策につ

いては、評価設計を事前に検討し、それを政策に組み込むことで、当該政策に関するエビ

デンスを円滑に創出することができるのである。 

政策実施前の評価設計において、例えば、施策のロジックモデルを作成した上で、実施

後にロジックモデル上で本来期待された介入効果が発現したかどうかを検証するための手

法や、効果測定に必要なサンプルサイズ、データの収集・追跡方法、ベースライン調査の

有無などについては、 低限検討しておきたい事項である。ベースライン調査とは、施策

の潜在的な対象者に対して施策実施前の段階で行う基礎調査であり、対象者の年齢や性別、

居住地等（対象が個人である場合）、または事業規模や業種等（対象が企業の場合）の属性

情報やアウトカム指標を収集することで、施策実施前の細かな初期状況の把握を目的とし

て実施される7。ベースライン調査を実施することで、政策の対象者を絞ったり、政策実施

前後のアウトカム比較を行ったりすることが可能となる。また、ベースライン調査を通じ

て培ったデータ収集に関するノウハウを、効果測定のためのデータ収集・追跡方法を検討

する際に還元できることも、ベースライン調査を実施するメリットである8。なお、公的統

計や施策実施の段階の公募プロセスによって、施策実施前の状況を把握できるのであれば、

それらをベースライン調査の代用として用いることが可能となる。例えば、「研究開発支援

                                                        
6 政策の中には、定量分析に用いるサンプル数やデータ収集の観点から、質の高いエビデン

スの創出が難しいものも存在する。 
7 事前分析とは異なり、ベースライン調査は、目的が明確化され大まかな政策手段が決まっ

た段階で実施される、より詳細な基礎調査である。 
8  Duflo, et al. (2008). “Using Randomization in Development Economics Research: A 

Toolkit”. Handbook of Development Economics, Volume 4. 
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補助金の交付」を実施する際の公募プロセスにおいて、申請企業に対して企業属性（事業

規模、業種、等）やアウトカム指標（売上、売上原価、営業利益、人件費、等）に関する

過去数年分の情報を提供させることで、企業属性の分散や施策実施前のアウトカム指標の

経年変化等の初期状況を把握することが可能となる。これらの情報は、例えば、処置群と

対照群の企業属性を均一化する目的で採択企業の決定時に利用したり、施策実施後に収集

されたデータを組み合わせることでエビデンスの創出に利用したりすることができる。 

反対に、政策実施前の段階で評価設計が行われていなかったり、誤った評価設計がなさ

れていたりすると、実施後に円滑にエビデンスを創出することができない。現在の日本に

おいては、多くの行政施策についてエビデンスの創出を見越した十分な評価設計が施策実

施前になされていないため、実施後にエビデンス創出の必要性が生じた場合は、評価を事

後的に検討・実施する他ない状況となっている。このような事後的な評価では、「施策対象

者のみのデータしか把握できない」、「アウトカム指標が不適切もしくはデータ収集されて

いない」、「効果測定のために十分なサンプルサイズが確保されていない」といった課題に

直面しがちとなり、事前に検討された評価設計が適切に組み込まれた施策に比べてエビデ

ンスを上手く創出できないことが多い。事後的に評価設計を行う場合に直面しがちな状況

と理想的なエビデンスの創出方法について整理したものが、図表  II‐4である。 

 

図表  II‐4 エビデンスの創出方法の比較 

項目 直面しがちな状況 理想的なエビデンスの創出 

施策の対象  処置群（施策の対象となる群）

のデータのみ追跡・収集 

 効果測定の際の比較対象となる

対照群（施策対象外の群）につ

いてはデータなし 

 処置群と対照群両方のデータを

追跡・収集 

サンプル 

サイズ 

 効果測定に必要なサンプルサイ

ズを未計算 

 検出力計算により介入効果の検

出に必要なサンプルサイズを計

算9 

 算出されたサンプルサイズに基

づき施策の対象者数と非対象者

数を決定 

施策の対象  非ランダム的に振り分け  申請者を処置群・対照群にラン

                                                        
9 検出力とは、帰無仮説（「施策の介入効果はゼロである」という仮説）が真でないとき、

それを正しく棄却できる確率である。また、有意水準とは、帰無仮説が真であるにも関わ

らず、誤ってそれを棄却してしまう確率である。検出力や有意水準を設定し、施策の介入

効果の大きさをあらかじめ予測しておくことで、所与の有意水準の下で介入効果を有意に

検出するために必要なサンプルサイズを計算することができる。 
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項目 直面しがちな状況 理想的なエビデンスの創出 

／非対象の

振り分け 

 申請書の評価順に対象者を採択

するが評価方法が定性的 

ダムに振り分け 

 定量評価された申請書の評価順

に対象者を採択 

データ  アウトカム指標が設定されてい

ない、または設定されているが

追跡・収集が不可能 

 ベースライン調査は実施せず 

 施策実施直後のデータのみ収集

し、介入効果の発現が期待され

る期間（施策実施から数年間）

にかけてはデータを追跡・収集

せず 

 ロジックモデルに従い事前にア

ウトカム指標を設定 

 アウトカム指標を含む変数につ

いて、施策実施前の処置群・対

象群の初期状況を調査 

 施策実施直後から複数年にわた

り、処置群と対照群の両方でデ

ータを追跡・収集 

結果  データやサンプルサイズ不足か

ら介入効果が測定できず、エビ

デンスが創出されない 

 施策の改善のための知見が蓄積

されない 

 実験的・準実験的な手法に基づ

き介入効果の有無を判定し、エ

ビデンスを創出できる 

 施策の改善につなげられる 

 新たな仮説の設定・検証を行え

る 

 

このように、政策実施の前段階から後の効果測定を想定した綿密な評価設計を行い、そ

れを政策に組み入れることで、政策実施後にエビデンスを創出し、 適な政策評価を行う

ことが可能となる。このような方法で各政策に関するエビデンスを創出していくことで、

「ある目的を達成する上で 善策となり得る政策は何なのか」という知見を蓄積し、それ

を将来的な政策決定や政策改善に活かすことが、EBPMを促進する上で重要なことである。

一方で、全ての政策について評価設計を組み込んでエビデンスの創出まで厳密に実施する

となると、政策実施者にとっては困難であることも事実である。したがって、特に事業実

施後にエビデンスの創出が強く求められ、かつデータ利用の観点からそれが可能である政

策（例えば、予算規模が大きく、多くの企業や個人が施策の対象となるような政策で、こ

れまでエビデンスが創出されていないもの）については、エビデンスの創出を念頭に事前

の評価設計を検討すべきである。評価設計においては、少なくともデータの追跡・収集方

法について検討することが必須であり、例えば以下のようなフローチャートを用いて考え

ることができる。 
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図表  II‐5 データの収集・追跡方法の検討手順 

 

 

 

   

No 

Yes

Yes

Yes

エビデンスの創出手法を念頭に、アウ
トカムや企業・個人属性に関する情報
等、分析に必要な変数を検討 

当該データは公的
統計から取得可能
か？ 

公的統計を利用（必要に応じ
て、定期報告書を通じて追
跡・収集したデータで補完） 

民間企業データを利用（必要
に応じて、定期報告書を通じ
て追跡・収集したデータで補
完） 

民間企業（TSR や
TDB等）から購入
可能か？ 

定期報告書によ
る追跡・収集は
可能か？ 

申請要件等に定期報告書の
提出義務を明記。必要変数
を含む定期報告書を作成・
提出させ、分析に利用 

申請要件等にアンケート等、フォロ
ーアップ調査への協力依頼を明記。
必要変数を含むアンケートを作成・
回付し、分析に利用 

No 

No 
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第 III 章 ロジックモデル点検 

1. EBPM 推進事業の選定基準と事業一覧 

(1) 事業選定の概要 

平成 31年度概算要求プロセスにおいて、調査委託等を除く一定の予算規模の事業につい

てロジックモデルの作成を行い、さらに 10事業程度について EBPM推進事業として選定し、

施策の効果検証方法を具体的に検討していくこととした。 

 

(2) EBPM 推進事業の選定基準 

EBPM推進事業の選定にあたっては、以下の点を考慮した。 

第一が事業の対象者数である。施策効果を検証する場合、通常は統計的な分析手法を適

用することになる。しかし、施策対象者が数が少ないケースでは、分析に耐えるだけのデ

ータを収集することができない。そこで、対象者数が概ね 100（人もしくは社）以上の事業

を EBPM推進事業の候補とした。 

第二が施策非対象者データの把握可能性である。施策の効果を検証する場合、施策の対

象者と非対象者を比較分析することによって、施策に効果があったかどうかを検討するこ

とが分析の基本的な考え方となる。そのため、施策非対象者についても、アウトカム指標

等を把握することが必要となる。しかしながら一般に、施策の対象者についてはデータが

把握可能であるものの、非対象者についてはデータの把握が難しいケースも少なくない。

EBPM推進事業の候補選定にあたっては、施策非対象者のデータの把握可能性を考慮した。 

第三がアウトカム・インパクト指標の測定可能性である。施策のアウトカム・インパク

ト指標が、売上や生産性、雇用といった測定の容易な指標であれば、効果検証のハードル

は低くなる。しかしながら、例えばスタートアップのためのエコシステムの構築や、イノ

ベーション支援によるスピルオーバーの実現が施策の主たる目的である場合、そもそもア

ウトカムやインパクトを的確に測定することのハードルが高い。また、アウトカム・イン

パクト指標が企業の財務情報によって把握することのできる項目なのであれば、公的統計

や民間企業が整備している財務情報などを利用することによって、それらを測定すること

ができる。しかしながら、独自性の高い指標がアウトカムやインパクトとして設定されて

いる場合は、アンケート調査等を別途実施しない限り指標を把握することはできない。ま

た、企業の「イノベーションに対する意欲」などがアウトカムとなる場合、アンケートを

実施したとしても測定は簡単ではないかもしれない。 

第四が部局のバランスである。本調査における EBPM 推進事業は、経済産業省において

EBPM を進めていくためのパイロット的役割も担っている。そのため、部局・政策のバラ

ンスを取ることによって、多様な事業における EBPMの推進可能性を検討した。 

第五が行政事業レビュー公開プロセスでの指摘である。一部の事業は、行政事業レビュ

ーの公開プロセスにおいて効果検証を求められたものもある。そうした事業は優先的に
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EBPM推進事業に選定した。 

第六が予算規模である。効果検証を行うためには時間的・金銭的なコストを要する。そ

のため、やみくもに効果検証するのではなく、社会的インパクトが相対的に大きい事業に

絞って実施することが望ましい。また小規模な事業の場合、予算額と効果検証のためのコ

ストが見合わない可能性も考えられる。そのため、効果検証の必要性を示すものとして予

算額を考慮した。 

 

(3) 選定された EBPM 推進事業 

選定された EBPM 推進事業の一覧が図表  III‐1 である。なお図表では 10 事業が選定され

ているが、「デジタルトランスフォーメーション推進専門家派遣事業」については、政府予

算案の段階で予算が計上されなかったこと、「サービス等生産性向上 IT導入支援事業」につ

いては、制度の大幅な変更が見込まれていたことを踏まえ、 終的にはリサーチデザイン

の作成対象からは除外した。 
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図表  III‐1 選定された EBPM推進事業の一覧 

 

事業名  担当局・庁  担当課室  平成 31年度概算要求額等 

省エネルギー投資促進に向けた支援補助金  資源エネルギー庁  省エネルギー課  600.4億円 

独立行政法人日本貿易振興機構運営費交付金10  通商政策局  総務課  267.5億円 

ものづくり・商業・サービス経営力向上支援事業  中小企業庁  技術・経営革新課  100.0億円 

中小企業再生支援・事業引継ぎ支援事業（うち中小企業

再生支援協議会事業） 

中小企業庁  金融課  76.5億円の内数 

質の高いインフラの海外展開に向けた事業実施可能性調

査事業／質の高いエネルギーインフラの海外展開に向け

た事業実施可能性調査事業 

貿易経済協力局  貿易振興課  7.0億円／9.1億円 

グローバル・スタートアップ・エコシステム加速化事業 経済産業政策局  新規事業創造推進室 等 13.9億円 

地域まちなか活性化・魅力創出支援事業11  中小企業庁  商業課  13.6億円 

地域経済産業グループ  中心市街地活性化室 

地域創業機運醸成事業  中小企業庁  創業・新事業促進課  5.1億円 

デジタルトランスフォーメーション推進専門家派遣事業 商務情報政策局  情報技術利用促進課  3.0億円 

サービス等生産性向上 IT導入支援事業  商務・サービスグループ  サービス政策課  500.0億円（29FY補正） 

 

 

                                                        
10 検討に当たっては、交付金以外の財源による事業も含めて検証の対象としている。 
11 「地域まちなか活性化・魅力創出事業」については平成 31年度新規事業の名称。実際の検証は、平成 26～30年度に実施した「地域・ま

ちなか商業活性化支援事業」を対象としている。 
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2. ロジックモデル点検の視点及び方法 

(1) ロジックモデル点検の概要 

作成されたロジックモデルについて、主に成果指標の適正（アプトプットとアウトカム

が適切に区分されているか、目標と成果指標が一致しているか等）及びロジックの整合性

（論理的飛躍はないか、単位の不一致はないか等）といった 2 つの視点から点検した。併

せて、EBPM 推進事業として効果検証を実施することが可能かどうかについても精査を行

い、EBPM推進事業として選定した事業については、【1】課題及び目標に関する視点、【2】

達成手段・達成計画に関する視点、【3】成果把握に関する視点という 3 つの視点から、よ

り詳細にロジックモデルを点検した。なお事業の点検にあたっての視点や方法は次項に示

している。 

 

(2) ロジックモデル点検の視点及び方法 

ここでは、EBPM 推進事業を対象としたロジックモデルの点検について、その視点や方

法等の詳細を示す。 

 

① 基本的な考え方 

ロジックモデルは、あくまで政策立案の一つのツールであるとの考えから、政策立案過

程の各段階において検討されるべき事項が十分に検討され、それらがロジックモデルに反

映されているかという観点から、ロジックモデルの点検を実施した。 

そのため点検に先立ち、政策立案やロジックモデル等に関する既存のガイドライン等12を

参考にしながら、政策立案過程及びその中でのロジックモデルの活用方法を整理した。そ

の上で、各段階での検討事項等を列挙し、点検の視点として集約した。なお上記の考えか

ら、必ずしもロジックモデルで表現されない事項についても、政策立案上、重要なものは

点検の視点に含めた。 

また各視点についての具体的なチェックポイントは、ニーズ評価やセオリー評価の観点

等を踏まえて抽出した。 

 

   

                                                        
12 参照したガイドライン等は以下の通りである。Innovation Network, Inc.  ”Logic Model Workbook”（茂

木康俊（訳）（2017）「政策評価・行政評価のためのロジックモデル・ワークブック」、USAID（2017）“How 
– To Note: Developing a Project Logic Model （and its Associated Theory Of Change）”、Mclaughlin and 

Jordan（1999）“Logic models Logic models: a tool for telling your programs performance story”、  Eugene 

Bardach（2012）”A Practical Guide for Policy Aanalysis: The Eightfold Path to More Effective Problem 

Solving(4th edition)”（ユージン・バーダック、白石賢司・鍋島学・南津和広（訳）「政策立案の技法 問題

解決を「成果」に結び付ける 8つのステップ」、日本財団（2017）「ロジックモデル作成ガイド」。 
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a) 政策立案過程でのロジックモデルの活用 

政策立案過程の区分には様々なものがあるが、Bardach（2012）による政策立案過程の 8

区分と、日本財団（2017）によるロジックモデル策定手順の 3 区分を参考に、政策立案過

程を再整理した。ここでの焦点は、政策立案過程でのロジックモデルの活用であるため、

以下のように大きく 3 段階に区分し、それぞれの段階におけるロジックモデルの活用方法

を整理した。 

  

図表  III‐2 政策立案過程でのロジックモデルの活用方法 

政策立案過程 ロジックモデルの活用方法 

Bardach（2012） 日本財団（2017） 再整理 

１.問題を定義する 
 

1． 終アウトカム
の検討 
2．中期・初期アウ
トカムの検討 

課題及び目
標の検討 

政策課題を分解し、その構造を把
握する。 
（問題分析系図（Problem Tree））２.証拠を集める 

3．具体的な事業内
容の検討 

達成手段の
検討 

各課題に対して、その対応策（政
策オプション）を組み立てる。ま
たそのロジックを確認する。 
（ヨコのロジック） 
 
複数の政策オプションを比較し、

も有効なものを選択する。また
政策課題の解消への有効性を確認
する。 
（タテのロジック） 

３.政策オプション
を組み立てる 

４.評価基準を選ぶ 

５.成果を予測する 

６.トレードオフに
立ち向かう 

７.決断する 

８.ストーリーを語
る 

― 政策の共有 政策を関係者に説明する。 

（参考）Eugene  Bardach（2012）”A  Practical Guide  for  Policy Aanalysis:  The Eightfold  Path  to More 

Effective Problem Solving(4th edition)”（ユージン・バーダック、白石賢司・鍋島学・南津和広（訳）「政策

立案の技法 問題解決を「成果」に結び付ける 8 つのステップ」、日本財団（2017）「ロジックモデル作成

ガイド」 

を参考に作成。 
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参考として、Bardach（2012）による政策立案過程の 8区分と、日本財団（2017）による

ロジックモデル策定手順の 3区分の概略をそれぞれ以下に示す。 

 

図表  III‐3 Bardach（2012）の政策立案過程 

段階  概要

１.問題を定義する  政策立案の冒頭に向かう重要なステップである。問題が何かを定義す
ることによって、プロジェクトに必要な作業が決まり、証拠を収集す
る際にある程度の方向性が示される。

２.証拠を集める  政策立案の時間は、①考えること、②データを収集することの 2つに
使われる。①がより重要であるが、②も重要であり、多くの時間を要
するため、限られた時間の中で効率的に実施しなければならない。

３.政策オプションを
組み立てる 

政策オプションとは、行動の選択肢、問題の解決・軽減を目的とする
介入戦略を意味する。問題に合った政策オプションを複数組み立て
る。 

４.評価基準を選ぶ  上記の政策オプションを評価する際の基準を設定する。分析とは異な
り、価値判断を含むものとなる。

５.成果を予測する  上記の政策オプションそれぞれについて、立案者及び利害関係者が重
視する政策の成果（影響）を予測する。

６.トレードオフに立
ち向かう 

ある政策オプションが、あらゆる評価基準から見て他よりも優れいて
いるということはほとんどない。

７.決断する  政策オプション間でのトレードオフを明確にし、 も優れた政策オプ
ションを選択する。

８.ストーリーを語る 政策オプションの実行に向けて、その有効性等を他者に説得する。

（参考）Eugene  Bardach（2012）”A  Practical Guide  for  Policy Aanalysis:  The Eightfold  Path  to More 

Effective Problem Solving(4th edition)”（ユージン・バーダック、白石賢司・鍋島学・南津和広（訳）「政策

立案の技法 問題解決を「成果」に結び付ける 8つのステップ」 

 

図表  III‐4 日本財団（2017）のロジックモデル作成手順 

段階  終アウトカムの検討  中期・初期アウトカムの検討 具体的な事業内容の検討

検討内容 

・事業が目指す（期待
している）社会課題が
改善された状態は何だ
ろうか 
・誰の、どういった課
題の解決を目指してい
るのか 
・誰に、どういった価
値の提供を目指してい
るのか 

・ 終アウトカムに貢献する
ために達成したいことは何だ
ろうか 

・中間・初期アウトカム
を達成するための事業内
容はどうあるべきか 
・どういったサービスを
提供する必要があるのか 
・そのサービスを提供す
るためにはどういった資
源が必要か 

出典：日本財団（2017）「ロジックモデル作成ガイド」 

 

■「政策課題の把握」の段階におけるロジックモデルの活用 

 この段階では、政策が対象とする課題について分析するためにロジックモデルを活用す

ることが有効である。具体的には、政策課題を「中心課題」として、その「原因」と「結

果」を体系的に整理することで、課題を構造的に把握する。このように構造的に政策課題

を捉えた上で、対応すべき具体的な個別の課題を特定する。なおこれを問題分析系図

（Problem Tree）と言い、そのイメージは下図表の通りである。 
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図表  III‐5 問題分析系図（Problem Tree）の例 

 

出典：篠窪容子（2012）「政策分析の基本的手法―E.Bardach の 8 ステップを基礎として―」 

 

■「達成手段の検討」の段階におけるロジックモデルの活用 

 特定した個別の課題について、解決策を検討する際にもロジックモデルが有用となる。

基本的には、先の問題分析系図に対応する形で、課題解決のロジックモデルを作成するこ

とが可能である。また、それらの解決手段が論理的に適切であるか確認し、また複数の解

決手段を比較する上でも、視覚的に課題解決のロジックを整理することが有効である。 

 前者については、ロジックモデルを用いてインプット、アクティビティ、アウトプット、

アウトカムといった論理的な展開が整合しているか確認し、有効な達成手段であるか検討

する（ヨコのロジック）。 

 後者については、ロジックモデルとして整理された複数の達成手段を比較することで、

どれが、上位の政策課題の解決に も有効であるか検討する（タテのロジック）。 

 

■「政策の共有」の段階におけるロジックモデルの活用 

 ロジックモデルは、上記のように政策立案に有用なだけでなく、政策を関係者等に共有

する上でも有用なツールである。現状、経済産業省内で各事業のロジックモデルが作成さ

れているが、政策を共有するという目的に焦点が当てられている。ロジックモデルによっ

て、統一の様式で、視覚的かつ体系的に事業が示されることで、立案者以外の関係者にと

っても理解しやすく、かつ論点も明確になるという利点がある。 

 

b) ロジックモデルの型  

ロジックモデルの型については、ロジックモデル以外の名称が用いられているものも含

めて、様々提示されている。ロジックモデルの点検にあたっては、経済産業省で現在用い

られているロジックモデルの型には含まれていない要素であっても、考慮することが望ま

しいものもあると考えられる。そのため、他のロジックモデルの型を参照し、点検の対象
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とすべき要素を抽出した。具体的には、事業の対象課題、関連事業、外部要因や前提条件

については、現状のロジックモデルには表現されていない要素であるが、この視点につい

ても点検することが望ましいと考えた。 

また経済産業省では、事業レベルのロジックモデルが作成されている。上位の政策や施

策レベルのロジックモデルとして、「階層的戦略目標設定型」のロジックモデルもある。先

述の上位の政策課題の解決に対する効果、他の事業との関係性等について検討する上では、

こうしたロジックモデルも有用なツールになると考えられる。 

 

図表  III‐6 ロジックモデルの型 

ロジックモデル（Innovation Network, 2017）  ログフレーム（USAID, 2017） 

 

ロジックモデル（Mclaughlin and Jordan, 1999） 

階層的戦略目標設定型

 

出典：大西淳也・日置瞬（2016）「ロジック・モデルについての論点の整理」 

出典：Innovation Network, Inc. ”Logic Model Workbook”（茂木康俊（訳）（2017）「政策評価・行政評価

のためのロジックモデル・ワークブック」、USAID（2017）“How – To Note: Developing a Project Logic 

Model （and its Associated Theory Of Change）”、Mclaughlin and Jordan（1999）“Logic models Logic 

models: a tool for telling your programs performance story” 

 

c) 各段階での検討事項等 

上記を踏まえて、政策立案及びロジックモデル活用の過程を 3 つの段階に集約し、各段

階で検討すべき事項等を以下のように整理した。ロジックモデルの点検にあたっては、こ

れらの検討事項等が十分に検討されているかという観点から確認している。 

リソース 活動 アウトプット

アウトカム

問題の記述

ゴール

仮説と前提

指標 情報源 仮定

目的

上位アウトカム

中間
アウトカム

アウトプット
IF

IF

THEN

IF

THEN

THEN

AND

AND

AND

投入資源
インプット

活動

外部要因及び関連事業

アウトプット 受益者
短期的

アウトカム
中間

アウトカム

長期的
アウトカム

問題の解決
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「課題及び目標の検討」については、先に示したロジックモデルの策定過程の「 終ア

ウトカムの検討」及び「中期・初期アウトカムの検討」の段階に対応している。またロジ

ックモデルの「問題の記述」や「ゴールの設定」、政策立案過程の「問題を定義する」の部

分にも対応する。検討事項には、アウトカムの設定以外に、これらに関する要素も含めた。 

「達成手段・達成計画の検討」については、先に示したロジックモデルの策定過程の「具

体的な事業内容の検討」の段階に対応している。つまりロジックモデルのインプットから

アウトプット、アウトカムまでの一連の流れである。また政策立案過程の「問題を定義す

る」以降の部分にも対応する。検討事項には、達成手段・計画（横のロジック）の妥当性

のみでなく、外部要因や前提条件、代替案との比較等も含めた。 

「成果の把握の検討」については、ロジックモデル策定の際の検討事項というわけでは

必ずしもないが、現状のロジックモデルではアウトカム指標等も記載することになってお

り、事業設計の段階から効果検証についても検討しておくことが重要であるため、点検の

視点に含めることとした。 

 

図表  III‐7 各段階での検討事項等 

段階 検討事項等

課題及び目標の検討
（ 終アウトカムの検討、 

  中期・初期アウトカムの検討） 

・事業が対象とする課題、それが改善された状態（目
標）を明確にする。また当該課題や現状等の実態を
把握する。 

・上位政策や関連事業との整合性を確認する。 
達成手段・達成計画の検討 
 （具体的な事業内容の検討） 

・目標を達成するための手段・計画を明確にする。
・計画の実現に影響する外部要因や前提条件を確認す
る。

成果の把握の検討 ・目標の達成状況を確認する方法を明確にする。 
・アウトカムを測定可能な指標として設定する。 
・アウトカムを測定するためのデータ収集や分析等の
方法や体制を決定する。

  
 

② 点検の視点 

上記で整理した 3 つの段階及び各段階での検討事項等に対応させる形で、【1】課題及び

目標に関する視点、【2】達成手段・達成計画に関する視点、【3】成果把握に関する視点と

いう 3つの視点を設定した。【3】成果把握に関する視点については、「成果指標の設定」と

「成果指標及び事業効果の把握」の 2つにサブカテゴリーを分けた。 

また各視点について点検するために、問い形式で具体的なチェックポイントを設定した。

その際、評価の 5 つの階層のうちニーズ評価及びセオリー評価における評価の観点や、全

事業を対象としたロジックモデルの点検結果等を参考にした。 

具体的に設定した点検における 3 つの視点及びそれぞれのチェックポイントは、以下の

通りである。 
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図表  III‐8 ロジックモデルと点検の視点との対応 
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【１】課題及び目標に関する視点 

・課題及びニーズの認識が適切であるか。ファクトが参照されているか。 

・目標の設定が適切であるか。 

・方向性が上位政策や関連事業と整合しているか。 

 

【２】達成手段・達成計画に関する視点 

・政策手段（助成金、情報提供等）が適切であるか。類似する達成手段と成果の因果関係

に関する既存エビデンスが参照されているか。 

・目標を達成するまでの道筋が適切であるか。論理の飛躍がないか。 

・達成期間の目途が立っているか。 

・地方自治体や民間企業等との役割分担について検討されているか。 

 

【３】成果の把握に関する視点 

■成果指標の設定 

・アウトプット、アウトカム、インパクトが段階的に設定されており、それぞれの対応関

係が適切であり整合しているか。 

・目標値が明確になっているか、またその水準は適切であるか。 

■成果指標及び事業効果の把握 

・成果指標の把握方法や体制が明確になっているか、また適切であるか。 

・事業を進める中で効率的にデータを取得する工夫がなされているか。 

・事業効果を精緻に把握する必要性について検討されているか。 

・事業の効果を精緻に把握する必要がある場合には、その方法が明確であり、かつ適切で

あるか。 

・対照群に関するデータを取得する目途が立っているか。 

 

③ 点検の方法 

EBPM 推進事業の点検に当たっては、上記で設定した 3 つの視点とチェックポイントを

用いて実施した。各事業のロジックモデルについて、点検の視点及びチェックポイントに

照らして、検討が不十分であると考えられる点を列挙し、その上で各指摘事項について想

定される改善方策についても検討した。 

なお、EBPM 推進事業の作り込み支援の検討過程における議論等についても、一部ロジ

ックモデルの点検に反映している。 
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3. ロジックモデル点検の結果 

EBPM 推進事業のロジックモデル点検を踏まえて、特に重要だと考えられる指摘、多く

の事業に共通する指摘を紹介する。以下、3つの視点ごとに指摘の概略を整理している。な

お 3 つ目の視点は「成果指標の設定」と「成果指標及び事業効果の把握」の 2 つに区分し

ている。 

 

(1) 課題及び目標に関する視点について 

〇政策課題やニーズの分析が不十分である 

事業成果の利用者が限定的となっている場合、そもそも政策課題やニーズが正確に把握

されていなかったり、事業（課題の解決策）が前提となっていたりする可能性がある。改

めて政策課題やニーズを分析し、その結果を踏まえて事業を見直すことが必要である。 

 

〇設定されている目標が、事業ありきの目標になっている 

政策課題が解決された状態としてでなく、事業（達成手段）に基づき目標が設定されて

いる。そのため目標の達成が、必ずしも政策課題の解決につながっていない可能性がある。 

 

〇事業が目指す目標が明確になっていない 

目標として達成すべき状態が具体的に整理されていない。また支援対象者の特性等が考

慮されず、総括的な目標となっており、達成状況を正確に把握することが困難になってい

る。 
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(2) 達成手段・達成計画に関する視点について 

〇政策オプションの検討にあたってエビデンスが参照されていない 

 当該政策に関するエビデンスは一定数存在していると考えられるが、達成手段を検討す

るにあたって、エビデンスが参照されていない。 

 

〇事業内容とアウトカム・インパクトに大きな飛躍がある 

 事業内容と、アウトカム及びインパクトとして期待されている行動変容等に大きな飛躍

がある。事業の効果が、どのように 終的な対象者の行動変容等につながるかの道筋が検

討されていない。 

 また、一部の事業者等を対象とした事業でありながら、そのアウトカム・インパクトの

対象として全国の事業者等が想定されている場合に、一部の事業者等を対象とした事業の

効果が、全国の事業者に波及する筋道が検討されていない。 

 

(3) 成果の把握に関する視点（成果指標の設定）について 

〇事業目標と成果指標が対応していない 

 事業目標として目指す状態を達成できているかを評価する上で、設定されている成果指

標が適切でない。成果指標が事業目標の一面のみしか表していない。 

 

〇成果指標が段階的に設定されていない 

 アウトカム指標として設定されている指標が、アウトプット的な指標に留まっている等、

段階の区分けが適切でない。またアウトプット指標、アウトカム指標、インパクト指標に

飛躍がある等、関係性が十分に検討されていない。 

 

(4) 成果の把握に関する視点（成果指標及び事業効果の把握）について 

〇データ収集の仕組みが整っていない 

 支援対象者がそれぞれ関連データを収集することになっており、過度に負担がかかると

ともに、データの精度や整合性に課題がある。支援対象者からの報告の様式が統一されて

おらず、データの集約に手間がかかる。 

 

〇受益者のデータが収集されていない 

 助成金等の受給者と、その受益者が一致していない場合、受益者のデータが収集できて

いないことがある。このように助成金等の受給者を通じて間接的に支援を提供している場

合、直接的な接点がないため、受益者のデータを収集することが困難となる。しかし事業

効果を正確に把握するためには、こうしたデータも必要となる。 

 

〇精緻な効果検証の必要性が検討されていない／その準備が整っていない 
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 事業の性質や規模等を踏まえて、一般的な政策評価のみならず、精緻な効果検証が将来

的に必要となる可能性について検討されていない。また精緻な効果検証が必要となること

が想定される場合であっても、分析方法やデータ収集等に関する準備が整えられていない。

特に精緻な効果検証を実施する場合には、対照群のデータが必要となるが、その収集方法

等について検討されていない。 

 

〇事業を通じてエビデンスが創出されていない／それに基づく改善がなされていない 

事業を実行する中で、支援対象者や支援内容による効果の差異等が分析されておらず、

事業の改善に活用されていない。事業の立案段階で、事業の状況や目標に合致するエビデ

ンスが存在しないこともあるが、そうした場合には事業を通じて新たにエビデンスをつく

り、それに基づき事業を改善していくことが有効である。   
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第 IV 章 EBPM 推進事業の作り込み支援 

1. エビデンスを創出するための方法 

本章では EBPM 推進事業の効果検証方法（リサーチデザイン）を整理していくが、その

前にエビデンスを創出するための具体的な分析方法について整理していく。第  II 章で詳述

したようにエビデンスとは政策の因果効果だと定義できるが、エビデンスには質の高低が

あり（図表  II‐2）、質の高いエビデンスほど信頼性の高い効果検証結果だと言える。エビデ

ンスの質の高さは分析手法に依存している。 

も質の高いエビデンスが得られるとされている分析手法がランダム化比較試験である。

ランダム化比較試験のイメージを示したものが図表  IV‐1である。ランダム化比較試験を用

いて施策の効果を測定する場合、例えば、補助金施策の対象者と非対象者ををランダムに

振り分け、その後、売上等の企業のアウトカムがどのように変化したのかを測定すること

になる。しかし、補助金の採択・非採択をランダムに振り分けることは、政策目的や効果

の大きさ等に関わらず補助金を交付しなければならず、また、補助金の採択プロセスにつ

いても抜本的に変更する必要が生じることになる点がハードルとなる。 

 

図表  IV‐1 ランダム化比較試験のイメージ 

 

 

ランダム化比較試験の適用が難しい場合に、それに次いでエビデンスの質が高いとされ

るのがさまざまな準実験的手法である。 

準実験的手法のひとつが、RD（Regression  Discontinuity）デザインである。RDデザイ

ンとは、例えば、補助金の採択・非採択がある基準で決定されている場合に、採択される

かどうかのボーダーライン付近の企業を比較することによって、補助金の効果を測定する

方法である。RD デザインのイメージを示したものが図表  IV‐2 である。横軸は申請書等の

得点であり、得点が高い順に補助金の採択が決定され、ボーダーライン以下の企業に対し

ては補助金が交付されない。補助金の採択・非採択が決定されるボーダーラインのことを、

資料：小林庸平「政策効果分析の潮流とランダム化比較実験を用いたアンケート督促効果の推定」（平成26年10月）

施策対象

企業

補助対象企業

補助対象外企業

企業をランダム

に振り分け

補助対象企業の

アウトカム指標を計測

補助対象外企業の

アウトカム指標を計測

アウトカム指標の差 政策効果
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RDデザインの枠組みでは「カットオフ」と呼ぶ。縦軸は、売上高や生産性といったアウト

カム指標である。カットオフ付近の企業については企業の属性が似通っていると考えられ

るため、ぎりぎりで採択された企業とぎりぎりで採択されなかった企業の補助金交付後の

アウトカム指標を比較することによって、政策効果を測定することができる13。 

 

図表  IV‐2 RDデザインのイメージ 

 

 

傾向スコアマッチングとは、例えば補助金の採択企業と非採択企業のなかから、企業特

性の似通った企業をマッチングすることによって、政策の効果を分析する方法である。傾

向スコアマッチングによる分析のイメージを示したものが図表  IV‐3である。 

 

                                                        
13 採点基準が一意的であれば、得点が近い企業同士は、採点対象となった技術や事業面での評価が似通っ

ていると想定できる。 

申請書の得点

アウトカム指標
（売上⾼、⽣産性等）

施策の効果

⾮採択 採択

ジャンプ ＝

ボーダーライン
＝カットオフ
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図表  IV‐3 傾向スコアマッチングによる分析のイメージ 

 

 

差の差分析と呼ばれる分析手法のイメージを示したものが図表  IV‐4である。差の差分析

とは、施策実施前後のデータを用いることで、トレンド要因を取り除いた上で効果測定す

る方法である。図表  IV‐4では、施策の実施前から実施後にかけて、採択企業のアウトカム

指標が大きく上昇している。しかしその上昇分のすべてが施策の効果ではなく、一部に外

部要因（景気）等が含まれている。差の差分析は、そうした外部要因を除外して、施策の

効果のみを抽出する方法である。具体的には、非採択企業のアウトカム指標の動きには施

策の効果が含まれておらず外部要因のみが影響を与えていると考えられるため、その部分

を除外することによって、施策の効果のみを測定することができる。 

なお、差の差分析は他の手法と組み合わせることも可能である。例えば、傾向スコアマ

ッチングによって類似性の高い企業を抽出し、アウトカム指標の変化量の違いを分析する

場合、差の差分析と傾向スコアマッチングを組み合わせる形になる。 

 

採択企業 ⾮採択企業

採択確率（傾向スコア）の
近い企業（企業属性の似通った企業）を

マッチング

2つの企業の企業のアウトカム指標を⽐較分析

アウトカム指標

採択
企業 ⾮採択

企業

施策の効果

マッチングした企業



32 

 

図表  IV‐4 差の差分析のイメージ 
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2. エビデンス創出のためのリサーチデザイン 

以降では、EBPM推進事業の効果検証のためのリサーチデザインについて詳述していく。 

なお、以下のリサーチデザインは、あくまでも一つの案としての位置付けであり、実際

に効果検証を実施する当たっては、変更を加えつつ活用することを想定している。 

 

(1) 省エネルギー投資促進に向けた支援補助金 

分析 

 申請者全体に対するフォローアップ調査と特定事業者に対する定期報告書の両方から

取得可能なデータを活用し、傾向スコアマッチングにより比較対象となる非採択事業

者を選別しつつ、補助金の効果を検証する。 

 申請事業者に対するフォローアップ調査において、設備投資の判断基準となる投資回

収年数や、補助金があることで BAU設備よりも優れた性能を有する設備への投資をも

たらしたかどうかについて調査する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

分析により得られる知見（イメージ） 

得られる知⾒ 内容 

補助金の効果 

補助金が交付されたために、①省エネ設備の導入に至ったのかどうか

や、②BAU設備よりも優れた性能を有する設備に投資することができ

たのかどうかを明らかにできる。

設備投資の判断基準 
事業者が設備投資の判断基準として参考にする投資回収年数を明らか

にできる。 

 

 

●

●

●

●

●

○

○

○
○

⽀援を受けた企業群 ⽀援を受けていない企業群

似た属性の企業をマッチングして、
両者のKPIを⽐較

   

申請者全体
(フォローアップ調査)

特定事業者
(定期報告書)

データ収集 

⽐較対象の
マッチング 分析
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知見を活かした政策改善（イメージ） 

得られた結果（例） 内容 
同じ傾向を持つ事業者でも、補助金を交付す

ることで、省エネ設備投資を促進させること

ができる。また、設備投資の判断基準となる

投資回収年数は、企業規模に応じて異なる。

補助金を真に必要とする事業者を支援する

ため、採択基準となる投資回収年数の目安を

企業規模に応じて設定する。 

 

① 施策の目的とアウトカム指標設定 

2015 年に策定された「長期エネルギー需給見通し」においては、各部門（産業、業務、

家庭、運輸）における省エネ取組を積み上げ、2030 年度に 5,030 万 kl（原油換算）の徹底

した省エネを行うこととされている。そこで、工場・事業場、ビル・住宅における省エネ

関連投資を促進することで、各部門のエネルギー消費効率の改善を促し、徹底した省エネ

を推進することが、本補助金の目的である。補助金は、以下 4 つの事業で構成され、それ

ぞれアウトカム指標が設定されている。 

 

事業名  概要  アウトカム 

a) エネルギー使用合

理化等事業者支援事

業（省エネ補助金） 

工場・事業場等を対象に、省エネ

設備の入替等にかかる費用を補助

する。 

長期エネルギー需給見通しに

おける産業・業務部門の省エネ

設備投資を中心とする対策に

よる省エネ量の合計（万 kl） 

b)  ZEB（ネット・ゼ

ロ・エネルギー・ビル）

実証事業 

ビル建築主等を対象に、ZEB の構

成要素となる高性能建材・設備機

器等を用いた実証を支援する。 

新築着工延床面積における

ZEBの着工面積（%） 

c)  ZEH（ネット・ゼ

ロ・エネルギー・ハウ

ス）導入・実証支援 

住宅を対象に、ZEHの普及目標を

掲げたハウスメーカー等（ZEHビ

ルダー）が設計・建築・改築する

ZEHの導入を支援する。 

ハウスメーカー等の新築注文

戸建住宅における ZEH 普及率

（事業者からの実績報告）（%）

d) 次世代省エネ建材

支援事業 

住宅を対象に、高性能断熱材等を

用いた住宅の断熱改修を支援す

る。 

省エネリフォーム件数（万件）

 

② ロジックモデル 

ロジックモデル（「d) 次世代省エネ建材支援事業」を除く）は以下の図の通りである。 

インプットは上記 a)～d)の事業で交付される補助金であり、それをもとに省エネ推進を

行っている。 
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図表  IV‐5 ロジックモデル：a) 省エネ補助金 

 

 

図表  IV‐6 ロジックモデル：b) ZEB実証事業 
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図表  IV‐7 ロジックモデル：c) ZEH導入・実証支援 

 

 

③ リサーチデザイン 

a) 省エネ補助金 

i. エビデンスを創出するためのデータ収集 

 補助金が交付されたため省エネ設備の導入に至ったのか（逆に言えば、補助金が交付さ

れなければ当該設備は導入されなかったのか）どうかを明らかにするためには、省エネ補

助金の申請者のうち、特に非採択となった事業者に対するフォーローアップ調査が重要と

なる。フォローアップ調査では、アンケートをベースに、補助金が交付されなかった場合

の当該省エネ設備の導入実績について定期的に情報を収集する必要がある。その際、回答

の回収率を上げるために、「採択結果に関わらず、申請からある年までは毎年実施するフォ

ローアップ調査に協力すること」を補助金への申請要件に設定することが効果的である。 

 また、省エネ設備の導入実績に加えて、設備投資の判断基準となる投資回収年数や補助

金の追加性（ある省エネ設備投資が BAUであっても、補助金があることで当該設備よりも

優れた性能を有する設備に投資する判断に至るかどうか）についても、設問項目に含める

べきと考えられる。これらの情報は、補助金への申請要件となる投資回収年数（現在は 5

年以上に設定）を適正化したり、補助金の効果について評価したりする際に、重要なエビ

デンスとなり得る。 

 フォローアップ調査以外のデータ収集方法としては、省エネ法に基づき毎年提出される

定期報告書を活用することも考えられる。現状として、同報告書からは、補助金に申請し

た事業者の一部（すなわち、申請者のうち特定事業者）について、エネルギー使用原単位

や省エネ設備導入予定状況等のデータを「事業者単位」で収集することが可能である。今
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後は、補助金の申請単位に合わせた「事業所」単位で、エネルギー使用原単位や省エネ設

備導入予定に対する実績を報告する項目を設けることで、補助金交付の有無がエネルギー

削減量や設備導入状況に与える影響を把握することも可能である。 

 

図表  IV‐8 エビデンスを創出するためのデータ収集 

データソース 調査対象 調査項⽬ 
アンケート調査  補助金への全申請者 

（特に非採択事業者が重要） 

 補助金が交付されなかった場合

の省エネ設備の導入実績 

 設備投資の判断基準となる投資

回収年数 

 補助金があることでより優れた

性能の設備に投資するかどうか

省エネ法に基づく

定期報告書 

補助金への申請者のうち特定

事業者に区分される事業者 

 事業所ごとのエネルギー使用原

単位 

 事業所ごとの省エネ設備導入予

定に対する実績 

 

ii. エビデンスの創出（データの分析） 

上述の方法で収集したデータを活用しつつ、補助金の効果測定を実施する。分析内容は、

補助金が交付されたため省エネ設備の導入に至ったのか（逆に言えば、補助金が交付され

なければ当該設備は導入されなかったのか）どうかを検証するもの（図表  IV‐9）と補助金

の交付や省エネ設備の導入がエネルギー使用量に与えた影響を検証するもの（図表  IV‐10）

が考えられる。 

 

図表  IV‐9 リサーチデザイン：補助金が省エネ設備の導入に与えた影響の検証 

項⽬ 内容 
分析対象とする指標 

＜対応するアウトカム指標＞ 
省エネ設備の導入の有無（ダミー変数） 

データ収集 

対象・ 

データ数 

処置群 
補助金に申請しかつ採択された事業者 

約 500件／年（うち、特定事業者は 2～300件／年程）

対照群 
補助金に申請したが採択されなかった事業者 

約 500件／年（うち、特定事業者は 2～300件／年程）

データ 

ソース 

処置群  フォローアップ調査／ 

省エネ法に基づく定期報告書／ 

補助金申請書類 対照群 

効果分析方法 
処置・対照群間の単純比較／ 

傾向スコアマッチングを用いた比較 

 

   



38 

 

図表  IV‐10 リサーチデザイン：補助金や設備導入がエネルギー使用量に与えた影響の検証 

項⽬ 内容 
分析対象とする指標 

＜対応するアウトカム指標＞ 
エネルギー使用原単位の改善率（前年比、%） 

データ収集 

対象・ 

データ数 

処置群 

補助金に申請しかつ採択された特定事業者／ 

省エネ設備を導入した特定事業者 

約 2～300件／年

対照群 

補助金に申請したが採択されなかった特定事業者／ 

省エネ設備を導入しなかった特定事業者 

約 2～300件／年

データ 

ソース 

処置群 
省エネ法に基づく定期報告書／ 

補助金申請書類 
対照群 

効果分析方法 
処置・対照群間の単純比較／ 

傾向スコアマッチングを用いた比較 

 

b) ZEB 実証事業 

 ZEB 設計ガイドラインが生み出す波及効果だが、サンプルサイズ不足のため分析が難し

い。また、これらが中長期アウトカム（新築着工延床面積における ZEB の着工面積）に影

響を及ぼすのには、かなりの時間がかかることが予想される。 

 一方で、申請時や実績報告時において、事業者に対して一般的なビルと比較した場合の

エネルギー削減量を試算・提出させているのであれば、単位当たりのエネルギー削減コス

トを概算し、その他の削減手段と比較することが可能である。 

 

c) ZEH 導入・実証支援 

 補助金の効果測定としては、補助金が交付されたため ZEH導入に至ったのか（逆に言え

ば、補助金が交付されなければ ZEH導入に至らなかったのか）どうかを分析するのが望ま

しいが、対照群のデータが把握できなければ分析は難しい。 

 一方で、申請時や実施後のアンケートを通じて、事業者や居住者に対し、一般的な住宅

と比較した場合のエネルギー削減量の予測値やエネルギー使用量の実績値を試算・提出さ

せているのであれば、エネルギー消費削減量や単位当たりのエネルギー削減コストを概算

し、その他の削減手段と比較することが可能である。 

 

d) 次世代省エネ建材支援事業 

 補助金の効果測定としては、補助金が交付されたため省エネリフォームの実施に至った

のか（逆に言えば、補助金が交付されなければ省エネリフォーム実施に至らなかったのか）

どうかや、工期短縮や建材価格の低減が確認できるかどうかを分析するのが望ましいが、

対照群のデータが把握できなければ分析は難しい。 
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 一方で、申請時や実施後のアンケートを通じて、事業者や居住者に対し、一般的な住宅

と比較した場合のエネルギー削減量の予測値やエネルギー使用量の実績値を試算・提出さ

せているのであれば、エネルギー消費削減量や単位当たりのエネルギー削減コストを概算

し、その他の削減手段と比較することが可能である。 
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(2) 独立行政法人日本貿易振興機構運営費交付金等 

分析 

 輸出促進もしくは海外展開支援を「支援を受けた企業」と「支援を受けていない企業」

の指標（輸出成功確率、輸出金額、海外展開等）を比較して、支援の真の効果を検証。 

 加えて、支援策の効果の大きな企業の属性等を明らかにする。 

＊下図の場合、AI・ブロックチェーン企業や地域未来牽引企業の取引先について、効果が大きい。 

 

       【国内誘致企業の業種別効果】 【海外展開支援企業の取引先への効果】 

 

 

分析により得られる知見（イメージ） 

得られる知⾒ 内容 

支援効果の有無 
支援策によって、どういったアウトカム指標に対して平均的にどのよ

うな効果があるのかを明らかにできる。 

支援効果を高める

要因 

企業側（例：AIやブロックチェーン等の技術寄り企業に対する支援策

は効果が大きい等） 

 

知見を活かした政策改善（イメージ） 

得られた結果（例） 内容 
AI・ブロックチェーン企業

の方が支援策が大きい 
業種を的を絞った支援策を強化 

地域未来牽引企業への支援

の方が波及効果が大きい 
地域未来牽引企業への支援を強化する。 

●

●

●

●

●

○

○

○
○

⽀援を受けた企業群 ⽀援を受けていない企業群

似た属性の企業をマッチングして、
両者のKPIを⽐較

60%

10%

0%

20%

40%

60%

80%

AI・ブロック

チェーン企業

その他企業

（売上増加率）

25%

5%

0%

20%

40%

地域未来牽引企

業の取引先

その他企業の取

引先

（売上増加率）



41 

 

① 施策の目的とアウトカム指標設定 

独立行政法人日本貿易振興機構（以下 JETRO）は、成長戦略に掲げられた政府目標であ

る「2020年までに対内直接投資残高を 2012年比倍増の 35兆円に拡大」、「2019年までに農

林水産物・食品の輸出額を 1兆円に拡大」、「2020年までに中堅・中小企業の輸出額を 2010

年比倍増の 25兆円に拡大」等に対応している。 

 

② ロジックモデル 

ロジックモデルは以下の図の通りである。 

インプットは運営費交付金、補助金等であり、それをもとに対日直接投資の促進、農林

水産物・食品輸出の促進、中堅・中小企業の海外展開支援、我が国企業活動や通商政策へ

の貢献を行っている。 

 

図表  IV‐11 ロジックモデル：独立行政法人日本貿易振興機構運営費交付金等   
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③ リサーチデザイン 

a) 対日直接投資促進 

対日直接投資促進としては、対日投資セミナーの開催やパーソナルアドバイザーの設置

などが行われているが、現行のロジックモデル上のアウトカム指標と、効果検証上、より

適当であると考えられるアウトカム指標（再設定アウトカム）を整理したものが図表  IV‐12

である。 

現行では、アウトカム指標として「誘致成功件数」が、インパクト指標として「2020 年

までに対日直接投資残高 35 兆円」がそれぞれ掲げられている。現行指標の課題としては、

国外企業の誘致によってどういった経路で日本経済にポジティブな影響がもたらされるの

かが整理されていない点である。 

再設定アウトカムに示したように、中間的なアウトカムとして、誘致企業の売上、雇用、

生産性や、 終的なアウトカムとして事業継続や取引先の波及効果があり、それらがイン

パクトとして国内経済への波及効果や GDPの増加、経済全体の生産性の改善等に寄与する

ものと考えられる。インパクトを測定することは容易ではないが、誘致企業について中間

的なアウトカムを設定・把握していくことは必要だと考えられる。また、本事業の 終的

な目的は国内経済の活性化にあると考えられる。そのため、現行のインパクト指標である

対内直接投資残高はあくまでも中間的な目標値であり、むしろ初期もしくは中間アウトカ

ムに位置付けるのが適当だと考えれらえる。 

 

図表  IV‐12 事業ごとのアウトカム指標の再設定 

指標の種類  現行アウトカム  再設定アウトカム 

初期アウトカム  誘致成功件数  誘致成功ダミー、資金調達成功ダ

ミー、対日直接投資額 

中間アウトカム  －  売上、雇用、生産性 

終アウトカム  －  事業継続、取引先への波及効果 

インパクト  対内直接投資残高を 2020 年まで

に 35兆円 

国内経済への波及効果、GDPの増

加、経済全体の生産性の改善 

 

対日直接投資促進に関するリサーチデザインを示したものが図表  IV‐13 である。効果検

証上は、誘致支援を行った企業と誘致支援を行っていない企業のそれぞれについて、アウ

トカム指標を比較することが望ましいが、誘致の成功・失敗以外については、誘致支援を

行っていない企業の動向を把握することは難しいと考えられるため、誘致支援を行った企

業の動向を分析する方法が適切だと考えられる。 

データは、短期の分析については JETROの保有するデータが使えると考えられる。具体

的には、支援によって誘致に成功したのか失敗したのか等をアウトカム指標とすることに

よって、支援によって誘致の成功確率がどの程度高まっているのかを明らかにすることが
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できる。 

中長期の分析については、経済産業省「外資系企業動向調査」もしくは東洋経済新報社

「外資系企業総覧」を利用することが考えられる。前者は、「外国投資家が株式又は持分の

3分の 1超を所有している企業であって、外国側筆頭出資者の出資比率が 10%以上である企

業」、もしくは「外国投資家が株式又は持分の 3分の 1超を所有している国内法人が出資す

る企業であって、外国投資家の直接出資比率及び間接出資比率の合計が、当該企業の株式

又は持分の 3分の 1超となり、かつ、外国側筆頭出資者の出資比率が 10%以上である企業」

が調査対象となっており、調査対象数は 5,500 社程度、回収率は 60％程度となっている。

後者については、外資系企業約 3,000 社の動向が整理されている。JETRO 支援企業がどち

らのデータベースにより多く含まれているのかを検討したうえで、カバレッジ率の高い方

を採用することが望ましいと考えられる。中長期の分析については、前述の通り誘致支援

を行っていない企業の動向を把握することは難しいと考えられるため、誘致支援を行った

企業のその後の動向を分析することが中心になる。また、支援実施企業内での業種・企業

特性別の分析を行うことによって、どういった特徴を有する企業の方が支援策の効果が大

きいのか等を明らかにすることができる。 

 

図表  IV‐13 リサーチデザイン：対日直接投資促進 

項⽬ 内容 
分析対象とする

指標 

＜対応するアウトプッ

ト・アウトカム指標＞ 

短期  誘致成功ダミー、資金調達成功ダミー 

中長期  売上、雇用、生産性、事業継続ダミー 

データ収集 

対象・ 

データ数 

処置群  国内誘致支援を受けた企業 

対照群  － 

データ 

ソース 

処置群 

JETRO が保有するデータ、もしくは経済産業

省「外資系企業動向調査」または東洋経済新報

社「外資系企業総覧」

対照群  － 

効果分析方法 
支援実施企業の前後比較分析 

支援実施企業内での業種別比較分析 

 

b) 農林水産物・食品輸出の促進 

農林水産物・食品輸出の促進については、輸出支援を行った企業と行っていない企業の

輸出の有無や輸出金額を比較することによって、輸出支援策の効果を測定できると考えら

れる。リサーチデザインを整理したものが図表  IV‐14である。 

具体的には、支援実施企業と非実施企業を比較することによって、支援によって輸出に



44 

 

成功しているのか、また輸出金額がどの程度増加しているのかを検証する。 

 

図表  IV‐14 リサーチデザイン：農林水産物・食品輸出の促進 

項⽬ 内容 
分析対象とする

指標 

＜対応するアウトプッ

ト・アウトカム指標＞ 

短期  輸出成功ダミー 

中長期  輸出金額＜輸出成約金額＞ 

データ収集 

対象・ 

データ数 

処置群  輸出支援を受けた企業（年間 3,000～4,000件）

対照群  輸出支援を受けていない企業 

データ 

ソース 

処置群 
経済産業省企業活動基本調査、工業統計、もし

くは民間企業財務データとのマッチング 
対照群 

効果分析方法 

支援実施企業と非実施企業を傾向スコアマッ

チングで DID推定 

支援実施企業を決める際に特定のルール等が

あれば、RDデザインも利用可能な可能性があ

る。

 

c) 中堅・中小企業の海外展開支援 

中堅・中小企業の海外展開支援としては、貿易投資相談や海外展開支援を受けた企業と

受けなかった企業について、海外展開の有無や輸出額、海外売上高などを比較することに

よって効果を測定することができる。リサーチデザインを整理したものが図表  IV‐15 であ

る。 

具体的には、支援実施企業と非実施企業を比較することによって、支援によって海外展

開に成功しているのか、また輸出額や海外売上高がどの程度増加しているのかを検証する。

効果検証にあたっては、新輸出大国コンソーシアムの支援を受けた約 8,000 社（平成 30 年

12月時点）については、特出しして効果を検証する。 

加えて、民間企業財務データまたは経済産業研究所が保有する企業間取引のデータを用

いることによって、海外展開支援先企業のバリューチェーンのなかに含まれる企業に対し

てどのように裨益しているのかも検証することが可能になると共に、地域未来牽引企業等、

地域に大きな影響を及ぼすと考えられる企業に対する支援策の効果も明らかにすることが

できる。 
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図表  IV‐15 リサーチデザイン：中堅・中小企業の海外展開支援 

項⽬ 内容 
分析対象とする

指標 

＜対応するアウトプッ

ト・アウトカム指標＞ 

短期  海外展開成功ダミー＜海外展開成功社数＞ 

中長期 
輸出額＜輸出成約金額＞ 

海外売上高 

データ収集 

対象・ 

データ数 

処置群 

貿易投資相談および海外展開支援実施企業数

万件、特に新輸出大国コンソーシアムの支援を

受けた約 8,000 社（平成 30 年 12 月時点）、お

よびそれら海外展開支援を受けた企業の取引

先企業

対照群 

貿易投資相談や海外展開支援を受けていない

企業、および海外展開支援を受けていない企業

の取引先企業

データ 

ソース 

処置群  経済産業省企業活動基本調査、工業統計（支援

企業が製造業中心の場合）もしくは民間企業財

務データとのマッチング 対照群 

効果分析方法 

相談・支援実施企業と、非実施企業を傾向スコ

アマッチングで DID推定 

支援実施企業を決める際に特定のルール等が

あれば、RDデザインも利用可能な可能性があ

る 

企業間取引データを活用することができれば、

海外展開支援を受けた企業のみならず、それら

の企業の取引先に対する波及効果も検証する

ことができる

 

d) 通商課題への対応 

通商課題への対応としては、米国の通商政策に関する調査や Brexit に関するセミナー開

催、アジア経済研究所によるビジョン策定などを行っているものの、効果測定は難しいと

考えられる。 
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(3) ものづくり・商業・サービス補助金事業 

分析 

 補助金に「採択となった事業者」と「非採択となった事業者」について、付加価値向

上率等を比較して、補助金の真の効果を検証する。 

   ※下図の場合、採択事業者は、申請書の得点が同程度だった非採択事業者に比べて、

アウトカム指標が大きく上回っている。 

 加えて、補助金の効果の大きな事業者や設備投資等の特性を明らかにする。 

 
 

分析により得られる知見（イメージ） 

得られる知⾒ 内容 

支援効果の有無 
補助金の有無によって、アウトカム指標（付加価値向上率等）に対し

て、平均的に効果があるのか明らかにできる。 

支援効果を高める

要因 

どういった事業者・設備投資等に対して、より補助金の効果が高いの

か明らかにできる。今後の審査方針等を検討する上での参考となる。

 

知見を活かした政策改善（イメージ） 

得られた結果（例） 内容 
生産プロセスよりも製品関連

の場合の方が、アウトカム指標

の伸び率が高い 

製品関連の設備投資等に対する支援を強化する。 

生産プロセスの場合には、より適切なアウトカム指標を設

定する。

事業化が早い事業者と、付加価

値向上率が高い事業者の特性

は必ずしも一致しない 

どのアウトカム指標に着目すべきか検討する。 

（事業者の早さよりも付加価値向上率に着目すべき等） 

 

   

申請書の得点

アウトカム指標
（売上⾼、⽣産性等）

施策の効果

施策対象外 施策対象

ジャンプ ＝
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① 施策の目的とアウトカム指標設定 

中小企業・小規模事業者の生産性向上を図り、我が国経済の発展に資することを目的と

する。そのため本事業では、中小企業の革新的サービス開発・試作品開発・生産プロセス

の改善等を行うための設備投資等を支援する。 

全国の事業実施団体（全国中小企業団体中央会）や地域事務局（各都道府県中央会）を

通じて中小企業に対して設備投資等のための補助金を交付する。各補助額は、当該設備投

資等の 1/2又は 2/3である。 

 

② ロジックモデル 

ロジックモデルは図の通りである。インプットは中小企業・小規模事業者に対する設備

投資等のための補助金であり、それをもとに中小企業・小規模事業者が設備投資等を行い、

事業化・付加価値向上を実現し、黒字化を促進する。また 終的には、全国の中小企業・

小規模事業者の黒字化率を向上させる。 

 

図表  IV‐16 ロジックモデル：ものづくり・商業・サービス補助金 
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③ リサーチデザイン 

 基本的には採択事業者と非採択事業者について、アウトカム指標の変化率を比較するこ

とにより、効果を把握することが可能と考えられる。 

ただしデータ収集にあたっては、非採択事業者からアウトカム指標について直接聴取す

ることは困難であるため、公的統計等の個票データを用いることが想定される14。そのため、

今回の比較分析では統計で把握可能な「②付加価値向上率」および「③黒字化」のみに着

目する。「①事業化の状況」は、採択事業者間の比較で効果が大きい事業者や設備投資等の

特性を分析する際に用いる。またその他のアウトカム指標についても、利用する統計に応

じて同様の手法で検証してみることが考えられる。 

統計を用いてアウトカム指標を把握することを想定しているが、支援対象事業者の幅が

広い（製造業、商業、サービス業等）ため、既存統計が対象事業者をカバーできるかにつ

いては確認が必要である。 

 対象事業の特性に応じて、付加価値向上率等への影響が異なると考えられるため、「生産

プロセス関連」（1.多品種少量生産・短納期化への対応、2.複数の技術を組み合わせた一貫

体制の構築、3.生産プロセスの効率化）と「製品関連」（4.既存製品・技術における品質、

性能、機能、デザイン面の向上、5.サービス分野との連携による既存製品等の高付加価値化、

6.新規性・市場訴求力の高い製品等の開発・商品化、7.市場やユーザーのニーズを捉えた新

製品等の開発・商品化、8.自社商品のラインナップの充実・拡充）に分類する等、特性に応

じた分析を行うことが望ましい。この際、各カテゴリーのサンプルサイズを確保できるか

に留意が必要である。 

分析対象期間については、事業終了一定期間後に効果が発現されることが想定されるた

め、H24補正～H26補正実施分を対象とすることが考えられる。これらについては、図表 4

に示す通り、一定期間後の変化について把握することができる。 

 

図表  IV‐17 リサーチデザイン：ものづくり・商業・サービス補助金事業 

項⽬ 内容 

分析対象とする

アウトカム指標 

短期  ①事業化の状況（採択事業者のみ） 

中長期 
②付加価値向上率（採択事業者／非採択事業者）

③黒字化（採択事業者／非採択事業者） 

データ収集 

対象・データ数 
採択事業者 

非採択事業者

データソース 

採択事業者へのフォローアップ調査の回答 

工業統計の個票データ 

民間企業財務データ

                                                        
14 なお、統計法では、特定個社の研究は認められていないため、同業種・同規模の企業群

同士を比較するなどの手法の工夫は必要。 
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分析方法 
回帰分断デザイン（非採択事業者との比較） 

回帰分析（採択事業者同士の比較） 

 「①事業化の状況」ついても、非採択事業者に対するフォローアップにより把握可能な

場合は、これらのアウトカム指標を対象として、採択事業者と非採択事業者の比較分析を

実施することも想定される。 

 

＜分析の観点（リサーチ・クエスチョン）＞ 

 効果検証においては、上記に示した採択事業者と非採択事業者の回帰分断デザインによ

る比較分析（基本の効果検証）に加えて、特に以下の 5つの観点について分析する。なお

図表  IV‐18に、行政事業レビューでの指摘と各分析の対応関係を整理している。 

 

a) 補助金の効果が何年目くらいから出てくるか 

・基本的には、売上等のアウトカム指標の推移から把握することになる。その際、採択事

業者のみを対象とする方法と、非採択事業者との比較をする方法との 2つが想定される。 

・補助金の効果が発現する時期は、採択事業者のみのデータを経年比較することだけでも

ある程度把握できると考えられる。この場合、採択事業者のみを対象としたフォローア

ップ調査による売上等のデータを用いることが想定される。フォローアップ調査のため、

当該事業のみの売上等のデータを把握できる。 

・非採択事業者との比較分析を行う場合には、個々の事業所毎の分析はできないが、採択

事業者と非採択事業者について、工業統計の個票データ等を用いてそれぞれグループ化

して売上等を把握し、その推移を比較する。この場合、当該事業ではなく企業全体とし

ての売上等を対象とすることになる。基本的には上記の効果検証分析（採択事業者と非

採択事業者に関する差の差分析）と同じデータセットで分析することができる。 

・なお分析可能な期間は、平成 24年度補正分の採択事業者を対象とした場合でも、 長で

事業終了後 3年間（平成 30年度分の追跡調査が完了していれば 4年間）となる。 

 

b) 基金方式（２６年度以前）と補助金方式（２７年度以降）で政策効果に差があるか 

・補助金方式で実施された補助金については、H27 補正分のみが分析対象となる。H28 補

正分については、H29 年度中に事業が終了することとなっており、現時点でその効果が

発現していないと考えられる。 

・そのためH24補正分から H26補正分まで（対象年度を限定することも可能）と、H27補

正分について、売上等を比較することになる。H27 補正分は、事業終了後 1 年目までの

変化しか把握することができないため、終了後 1 年目までの売上等に焦点を当てて基金

方式と補助金方式で比較する。 

・この場合については、基本的には上記の「基本の効果検証」と同じデータセットで分析

することができる。ただし「基本の効果検証」では、H24 補正分から H26 補正分までを
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対象とすることが想定されるため、H27 補正分のデータセットを追加的に準備すること

が必要になる。 

・もしくは、事業期間の長さがどのように効果に影響するかが重要であるため、一次公募

採択者と二次公募採択者を比較することも一案である。実施年度にかかわらず、二次公

募採択者の方が事業期間の上限が短くなっている。 

 

c) 補助率の違い（２８年度以前と２９年度）で政策効果に差があるか 

・両者の比較は困難であると考えられる。H28 補正分については、H29 年度中に事業が終

了することとなっており、事業の効果がまだ発現していないと考えられる。 

 

d) 事業タイプ（類型）ごとに、どの類型が補助金効果が大きいか 

・事業タイプを大きく、生産プロセス関連と製品関連に分けて、補助金効果の違いを把握

する。事業タイプについては、申請書では類型されておらず、事業概要（テキストデー

タ）から推測する必要がある。ただし事業化報告書では、類型化されている。 

・そのため、事業化報告書を提出している採択事業者同士を比較するのであれば、事業化

報告書の事業タイプ（類型）データを用いて分析することができる。 

 

e) 補助金受給企業の効果だけでなく、補助金の波及効果はどう測ればいいか 

・技術的なスピルオーバー効果を測ることが想定される。その際、影響を受ける事業者の

範囲（例えば取引先企業等）やその影響についての仮説が必要である。事業趣旨を鑑み

れば、必ずしも売上等の財務的な影響だけでなく、技術力の向上等についても把握する

ことが望ましい。 

・分析に必要なデータを購入する場合には、事業者数及び対象年度の期間の分だけ費用が

高くなる。そのため、ある程度影響を受ける範囲について事前に特定することが必要で

ある。 

・分析方法としては、取引先企業等の売上等の変化を、上記と同様に把握することになる。 
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図表  IV‐18 行政事業レビュー（公開プロセス）における指摘 

区分 内容 関連分析 

効果的な事業 

なのか 

支援対象を分けて、アウトカム等を設定すべき。 分析 d) 

目標値、達成時期について検討すべき。 分析 a) 

より高い目標を設定すべき。  分析全般 

付加価値額だけでなく、生産性の向上、他の事業者への波

及という指標で評価すべき。

分析全般 

分析 e) 

本事業以外の予算や制度、他の機関との連携についても再

検討すべき。 
― 

商業、サービスについての指標についても分析し、適切な

指標設定を検討すべき。
― 

データや現場 

意見を活用す

る仕組み 

支援を受けなかった主体のデータも取得し、比較検証でき

る体制を整備すべき。
分析全般 

効率的な仕組みでデータを取得し分析する体制を構築す

べき。 
分析全般 

事業の改善の 

ポイント 

電子申請の統一的な活用及び基礎的な企業情報について

も一元化された DBを活用すべき。
― 

企業データを中小企業庁等において共有し、他の事業の検

証や中小企業の状況に応じた 適な政策の提供に活用す

る仕組みを検討すべき。

― 

注）各指摘に関連する分析によって、指摘内容が全て対応できるわけではない。部分に対応できる場合も

含んでいる。 

 

④ 分析／データ等に関する検討事項 

a) 分析の対象年度 

 過去の補助事業の実施状況（申請件数及び採択件数）は、図表  IV‐19の通りとなってい

る。本事業は中期的な成果目標を「事業終了後 5年以内に事業化を達成した事業が、補助

事業完了件数の 50%以上」と設定しており、採択事業者に対しては、事業終了後、毎年追

跡調査を実施しているため、同データを用いることが可能である。 

 平成 29年 3月時点では、平成 24年度補正分（平成 25年度終了）は 3年間、平成 25年

度補正分（平成 26年度終了）は 2年間、平成 26年度補正分（平成 27年度終了）は 1年間

の追跡調査データを用いることが可能である。ただし分析時点で、平成 30年度分の追跡調

査が終了している場合には、それぞれもう 1年間分のデータを利用できる。また平成 27年

度補正分（平成 28年度終了）の追跡調査データも利用可能となる。 

 ただし、30年度の事業化報告書についても、現時点でも 9割程度の回答が集まっている。 
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図表  IV‐19 補助事業の実施状況 

  H24補正  H25補正  H26補正  H27補正 H28補正  H29補正

予算額  1,007億円  1,400億円 1,020億円 1,021億円 763.4億円  1,000億円

申請件数  23,971件  36,917件 30,478件 26,629件 15,547件  （審査中）

採択件数  10,516件  14,431件 13,134件 7,948件 6,157件  （審査中）

出典：中小企業庁 技術・経営革新課（平成 30年 6月）「ものづくり・商業・サービス補助金について」 

 

図表  IV‐20 データ（追跡調査結果等）の取得状況 

  H25  H26  H27  H28    H29    H30   

H24補正 
事業終了  終了後 1年  終了後 2年 終了後 3年 終了後 4年  ‐ 

    調査①  調査②  調査③  （調査④）

H25補正    事業終了  終了後 1年 終了後 2年 終了後 3年  ‐ 

      調査①  調査②  （調査③）

H26補正      事業終了  終了後 1年 終了後 2年  ‐ 

        調査①  （調査②）

H27補正        事業終了  終了後 1年  ‐ 

          （調査①）

H28補正          事業終了  ‐ 

          ‐ 

H29補正            事業終了

          ‐ 

注）調査①は第 1回目のフォローアップ調査を示す（その他も同様）。例えば、H24補正分採択事業者につ

いていえば、H27に実施される調査①は、事業終了後 1年時点（H26）での売上等を聴取している。 

 

b) 事業実施団体（全国中小企業団体中央会）が保有するデータ 

事業実施団体（全国中小企業団体中央会）が保有するデータは、大きく分けて以下の 5

種類がある。これらのデータの保有者は、事業実施団体（全国中小企業団体中央会）であ

る。 

分析実施者がデータを利用する際には留意が必要である。その方法としては、①事業実

施団体（全国中小企業団体中央会）から直接分析実施者にデータを提供する場合、②事業

実施団体（全国中小企業団体中央会）から中小企業庁がデータを一旦受領し、中小企業庁

を経由して分析実施者にデータを提供する場合の二種類がある。 

同様の問題は他事業でも発生する可能性があるため、今後のためにも、分析実施者にデ

ータを提供する方法について検討する必要がある。なお、これらの事業実施団体（全国中

小企業団体中央会）が保有するデータには 新の売上高等のデータは必ずしも分析用途に

整理されていないことから、統計の個票データ等で補完することになるため、事業者名等
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を秘匿していないデータが必要となる。 

 

■申請書類 

 過去 6 年度分の申請データが蓄積されている。申請企業の属性や事業概要、財務情報等

が記載されている。 

■採点情報 

審査についても、4人の審査員による事業化面・技術面の採点結果、及び政策面・加点の

点数がわかるようになっている。採択・非採択の判断については合計点のみに依拠してい

る。  

なお申請書類と採点に関するデータは、公募回ごとに整理されている。 

■採択発表 

 採択された事業の基本情報について、公表している。そのため、これらのデータについ

ては、間違いなく分析に活用可能であると考えられる。 

■事業化報告書 

 採択事業者のみを対象に、事業終了後の事業化の有無、補助事業で発生した収益、全社

の財務情報等事業化報告書として聴取している。事業終了後 5 年間継続して毎年調査する

ことになっている。 

■アンケートデータ 

 事業実施団体（全国中小企業団体中央会）が外部委託によって、採択者を対象として、

補助事業の課題や良い点等を聴取するアンケート調査を実施している。回収状況は 70%程

度であるが、これらの個社の回答データを事業実施団体（全国中小企業団体中央会）が保

有している。 
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(4) 中小企業再生支援協議会事業 

分析 

 窓口相談もしくは事業再生・債務整理支援に関して、「支援を受けた企業」と「支援を

受けていないが、支援を受けた企業と似た属性や状況にある企業」の指標（経営破綻

回避確率、債務残高、債務超過の有無、経常黒字化）を比較して、支援の真の効果を

検証する。 

 加えて支援策の組み合わせごとの効果を比較することによりどのような支援が効果的

であるのかを明らかにすることで、事業改善に役立てる。 

 
 

分析により得られる知見（イメージ） 

得られる知見 内容 

支援効果の有無 
支援終了から一定程度経過後のアウトカム指標に着目し、支援の有

無によりどのような差が認められるかを明らかにする。 

どの支援策が効果的

だったか 

金融手法別の効果を比較することにより、どの手法がどのような企

業に対し効果的だったのか、抜本再生（債権カット等）の効果が本

当に高いのかを明らかにする。 

支援効果を高める要

因 

相談時の財務状況、事業規模、業種、地域等によって、支援効果が

異なるかを明らかにする。 

 

知見を活かした政策改善（例） 

得られた結果（例） 政策改善イメージ 

〇〇な企業は、抜本再

生より、DDS が効果的 
より 適な支援策を選択できるようになる。 

 

   

●

●

●

●

●

○

○

○
○

⽀援を受けた企業群 ⽀援を受けていない企業群

似た属性の企業をマッチングして、
両者のKPIを⽐較
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① 施策の目的と事業の枠組み 

各都道府県に設置されている中小企業再生支援協議会は、収益性はあるが債務超過等の

財務上の問題を抱えている中小企業者等に対して、第一次対応として窓口相談、第二次対

応として再生計画の策定支援、その後フォローアップを実施して支援を行っている。平成

30 年度から事業再生支援に加え、事業再生が困難な中小企業者等に対する債務整理等の支

援を実施し、幅広い再生ニーズに対して支援を実施している。 

本事業における再生計画上の金融支援手法は、各種手法を単独もしくは複数を組み合わ

せている。具体的には、借入金のリスケジュールが も多く、さらに抜本的な手法として、

債権放棄（直接債権放棄、第二会社方式による実質債権放棄）、DDS（Debt Debt Swap）、

DES（Debt Equity Swap）がある。 

 

② ロジックモデル 

ロジックモデルは以下の図の通りである。 

短期アウトカムは、自立再生の前段階における協議会支援下において、支援企業が事業

を着実に継続し、経営改善をしていくことである。指標は、再生計画策定後フォローアッ

プ期間中又は暫定計画策定後暫定期間中における事業継続している企業の割合である。 

中期アウトカムは、協議会支援終了後に支援企業が自立再生していくことである。指標

は。再生計画を達成した企業数・割合、及び暫定計画における暫定期間終了時の未払金等

が解消した企業数・割合である。 

長期アウトカムは、自立再生後、順調な経営状況となることである。指標は、再生計画

達成後５年経過を目途に経営黒字を計上している企業数・割合である。 

 

図表  IV‐21 ロジックモデル：中小企業再生支援協議会事業 
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③ リサーチデザイン（再生計画等策定支援） 

（分析の対象及び手法） 

本事業の第二次対応にあたる再生計画作成支援のみを分析対象とする。 

想定する分析対象単位は個々の企業である。統計的な分析を用いた効果検証を行う場合

は、集計値ではなく個々の企業のデータを使用して分析することが一般的である。ロジッ

クモデルで示されているアウトカム指標は集計値であるが、分析に使用するアウトカム指

標の変数は、各企業が経常黒字化したかどうかのダミー変数、債務超過を脱したかのダミ

ー変数、経営破綻を回避し事業を継続できているというダミー変数、経常利益額、現在の

信用スコア（評点）などの個々の企業の経営指標となる。 

事業実施がこれらの指標に対して与えた効果について、本事業の支援を受けていなかっ

た場合と受けた場合とを仮想的に比較する観点から、事業の対象となった企業（処置群）

と、事業の対象とならなかったが処置群の企業ととても良く似ている企業（対照群）との

比較を統計的な手法を用いて分析する。具体的には傾向スコアを用いて重みづけ15を行うこ

とで、属性の似通った企業同士を比較分析することが適していると考える。 

 

（分析に用いるデータ） 

分析に使用するデータは、支援事業実施を通じて取得するデータと三年間のフォローア

ップ期間を利用して収集したデータ、そして帝国データバンク（TDB）や東京商工リサー

チ（TSR）などの企業財務データベース、もしくは CRD（Credit‐Risk‐Database）を活用し

て取得したデータを用いる。これらのデータベースの企業属性および、財務状況や信用ス

コア（評点）などを利用して処置群と対照群を設定する。 

本事業の性質上、対照群との比較を行うためには事業の中でのデータ収集のみでは不十

分であり、前述の種々のデータベースを使用する必要がある。TDBや TSRのデータベース

を使用する場合、デメリットとしてデータ取得費用が必要となる一方で、カバーしている

企業数が多く、個別企業のデータを利用・分析できるため、効果検証を柔軟に進められる。 

一方 CRD を利用する場合、TDB や TSR のデータベースを購入するよりも安価であると

みられ、コスト面でのメリットがある。しかしデータの加工・分析などは CRD協会の中で

行われる蓋然性が高いため、詳細な分析設計が事前に必要というデメリットがある。これ

らのデータベースごとの特徴を把握した上で、データベースの使用、不使用、組み合わせ

などを検討する必要がある。 

終了後の期間を問わず、基本的にはすべての支援対象企業を分析対象とすることを想定

しデータを収集加工し、終了から何年経過したかをそれぞれダミー変数として分析に使用

                                                        
15 具体的には逆確率重みづけ法（IPW推定）や二重に頑健な推定量（Doubly robust 

estimator）などを用いることが適切であると考える。詳しくは星野崇宏（2009）『調査観察

データの統計化学』を参照されたい。 
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する。これにより、支援終了後どのくらいの期間で経営が再び悪くなってきやすいのかな

ども把握することができるようになる。 

一方で、すべての期間に対して分析を行おうとすると、支援対象企業、およびその対照

群として設定する企業の数が膨大になる可能性がある。予算等の兼ね合いによりすべての

支援対象者・対照群のデータの入手が難しい場合には、終了から 5年から 10年経過した支

援対象企業・対照群などに絞ってデータを入手し分析を行うことも考えられる。 

処置群・対照群は、支援前の時点でともに健全な経営状況ではない企業なので、支援期

間中、もしくは支援終了後現在に至る間に廃業・倒産し、現在時点のデータが取得できな

い可能性がある。その場合、支援前のデータで設定した処置群・対照群の企業を、民間の

倒産企業データベースとマッチさせることにより、どの企業が、いつ倒産したかをデータ

として取り込むことにより現在時点のデータの欠損に対処する。 

 

（その他補足事項） 

本事業では先述の通り、複数のスキームを組み合わせた支援が行われている。スキーム

の組み合わせは支援チームにより選択されているため、 適である蓋然性は高い。しかし

ながら、支援チームによってどのスキームを採用するか基準が異なると、似たような企業

でも違う支援スキームが選択され、支援の効果が異なる可能性がある。ここから、支援ス

キームをそれぞれ変数化し、分析に取り入れると、仮に違う支援スキームをとっていた場

合と行った支援スキームのどちらが効果的であったのかを明らかにすることができる。 

また支援時には（もしくは分析時に可能であれば）、支援を行う専門家一人一人に個人 ID

を振り、また支援チームに対してもチーム IDを振る。これにより各専門家や各支援チーム

の性質を考慮した分析を行うことが可能になる。 
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図表  IV‐22 リサーチデザイン 

項目 内容 

分析対象とする指標 

＜対応するアウトプット・アウトカム指標＞ 

黒字化ダミー、経営破綻回避ダミー、経常利益

額、現在の信用スコア 

データ収集 

対象・ 

データ数 

処置群  計画策定支援を受けた企業 

対照群  計画策定支援を受けていない企業 

データ 

ソース 

処置群 

・計画策定時及びフォローアップ期間に収集す

るデータ 

・民間企業財務データベース 

・民間企業倒産情報データベース 

・CRD

対照群 

・民間企業財務データベース 

・民間企業倒産情報データベース 

・CRD

効果分析方法 
支援実施企業と、非実施企業を傾向スコアを用

いて重みづけを比較分析をおこなう。 

 

図表  IV‐23 リサーチデザイン（支援方法別分析（DDSを処置群とした例）） 

項目 内容 

分析対象とする指標 
＜対応するアウトプット・アウトカム指標＞ 

黒字化ダミー、経営破綻回避ダミー、経常利益

額、現在の信用スコア 

データ収集 

対象・ 
データ数 

処置群 計画策定支援（リスケ＋DDS）を受けた企業 

対照群 
・計画策定支援をほかの手法で受けた企業 
・計画策定支援を受けていない企業 

データ 
ソース 

処置群 

・計画策定時及びフォローアップ期間に収集す

るデータ 
・民間企業財務データベース 
・民間企業倒産情報データベース 
・CRD 

対照群 

・計画策定時及びフォローアップ期間に収集す

るデータ 
・民間企業財務データベース 
・民間企業倒産情報データベース 
・CRD 

効果分析方法 
支援実施企業と、非実施企業を傾向スコアを用

いて重みづけをして重回帰分析をおこなう。 
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図表  IV‐24 支援スキームごとの支援効果の違い（分析結果イメージ） 

 

 

④ 本事業に関連して中小企業再生支援全国本部が行っている追跡調査の概要16 

計画策定支援のフォローアップ期間である 3 年間は実質的には伴走期間であり、その間

も計画の修正や指導が適宜行われている。しかしながらこのフォローアップ期間が終わっ

た後、支援対象企業がどのような状況になっているかに関しては調査が行われておらず、

実際にどれくらいの企業が危機を乗り越えた後も持続的に経営を行うことができているの

か定かではなかった。 

そこで平成 29年度に、中小企業再生支援全国本部によって本事業の支援を受けた企業を

対象とする追跡調査（以下、全国本部調査）が行われた。調査の概要や調査結果は以下の

通りである。 

 

 調査概要 

平成 15年度から平成 23年度に再生計画の策定支援を完了した支援対象 3,193社に対し、

平成 30年 2月（完了から 5年～14年経過）時点の事業継続、経営状況などをヒアリン

グが行われた。支援対象企業にヒアリングすることが難しい場合はその企業のメイン

バンクに対してヒアリングが実施された。 

 調査結果 

中小企業再生支援協議会の支援を受けた企業 3193社の約 55％にあたる 1,753社が順調

な経営状況（債務超過解消もしくは継続的な経常黒字）に回復し、うち 1,428 社（3,193 

社の 45％。1,753 社の 81％）が債務超過を脱却していた。その一方で、不安定な経営

                                                        
16 中小再生支援全国本部「再生支援企業の長期追跡調査結果について」を参照した。 

非支援企業

(ベースライン)

リスケのみ

リスケ＋DDS 

リスケ＋

直接債権放棄

支援前 現在

各
種
ア
ウ
ト
カ
ム
指
標
改
善
の
程
度
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状況が続く企業は  662 社（21％）、倒産等で破綻した企業は  636 社（20％）。またヒ

ヤリングはできなかったものの事業の継続は確認できた企業が  106 社（3％）、ヒヤリ

ングができず事業の継続も確認できなかった企業は 36社（1％）であった。 

 

⑤ 全国本部調査と本リサーチデザインの比較 

効果分析の観点から全国本部調査と本リサーチデザインの比較を行ったものが下表であ

る。 

施策の効果分析を行うにあたって、本リサーチデザインと全国本部調査との も大きい

違いは、対照群との比較により事業の因果効果の測定を行うか否かということである。全

国本部調査ではアウトカム指標が実際にはどのくらい達成されていたかということに注目

した調査となっているため、本事業の支援を受けていなかった場合と受けた場合とを仮想

的に比較すること（＝取り組みの因果効果の推定）が難しい。因果効果の推定を行うこと

で、外部要因の影響を考慮しつつどのような施策手段が効果的かを分析することが可能に

なる。 

そのため、施策効果の検証という観点からは、全国本部調査を用いることは難しく、本

リサーチデザインで提案した方法を用いることが望ましいと考えられる。 

 

図表  IV‐25 全国本部調査と本リサーチデザインの比較 

 全国本部調査 本リサーチデザイン 

対照群との比較による効果検

証 

× ◎ 

個々の企業の情報量（従業員

数、役員数、設備投資額等） 

△ 〇 

現在の経営状況の把握 △ 〇 

データの取得可能性 〇 ◎ 

分析のための物件費 〇 △（データ購入等が必要）

効果検証に要する人員コスト ×（銀行とのやり取り、

データとりまとめ、デー

タ入力など） 

〇（分析設計、データ加工、

データ分析まで数人で完結

可能） 

 

⑥ 本事業の実施に際してのデータ収集に関する今後の方向性 

本リサーチデザインは現在の事業実施フローを変更することなく概ね実行可能なもので

ある。一方で実行可能な分析の幅を広げるためには、データ収集フェイズの改善が必要で

ある。改善ポイントは以下の通りである。 

 窓口相談に来た企業もリスト化を行い、相談時に企業属性等のデータ取得も行う。そ

の際に法人番号の記載も義務付ける。 
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 調査によるデータ収集を円滑に行うために、再生支援協議会の支援を受ける条件に今

後の情報提供への同意を加える。 
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(5) 質の高いインフラ及びエネルギーインフラの海外展開に向けた事業実施可能性調査

事業 

分析 

 本事業を活用した企業に対するヒアリングやアンケートを通じ、本事業が存在しなか

った場合の F/Sの実施可能性を調査することで、施策の効果を確認する。 

 F/S実施報告書やヒアリング、アンケート調査等から取集できる定性情報と、過去のフ

ォローアップデータを用いた定量情報を用いて、アウトカム指標（F/S採択案件数のう

ち次の段階（入札に向けた詳細設計等）に進んだ割合や受注に至った割合）の増減に

影響する要因を分析する。 

 

分析により得られる知見（イメージ） 

得られる知⾒ 内容 

本事業の効果、実

施案件の特徴 

本事業が存在しなかった場合の F/S の実施可能性（施策の効果）の確

認が可能。また、民間企業が取り組む案件と比べ、採択案件の特徴（受

注や事業化に至る時間的長さ、リスクの大きさ、成功した場合の規模

の大小、事業の実施体制、民間企業の投資状況等）の確認が可能。

アウトカム指標の

増減要因 

受注や事業化に向けた課題やその解決方法や本事業への要望等に関す

る情報を整理し、事業の改善に役立てることが可能。 

 

知見を活かした政策改善（イメージ） 

得られた結果（例） 内容 
受注や事業化に向けた課題を整理

した結果、商社やコンサル企業のみ

でなく、事業を担う企業が参画して

いる方が受注や事業化に至る可能

性が高い。 

EPC・O&M・事業投資を行う企業と実施体制を構築

していることを公募への応募条件に設定し、追って、

その効果を確認する。 

民間企業の実施案件と本事業の採

択案件を比較した結果、民間企業に

おける投資判断も得られた方が、よ

り受注や事業化に至る可能性が高

い。 

政策的意義等を有する案件については委託費として

継続的に実施しつつ、より民間企業の事業への支援に

近い性格を有する案件については、補助事業として支

援し、追って、その効果を確認する。 

 

① 施策の目的とアウトカム指標設定 

本事業は、新興国を中心にインフラ需要が増加する中、本邦企業による海外のインフラ

案件の受注の拡大を目指すとともに、日本のエネルギーインフラ技術の導入により、世界

のインフラ開発やエネルギー需給緩和に貢献し、日本のエネルギーの安全保障の強化を図

ることが、本事業の目的である。 

ただし、民間企業単独でも海外のインフラ案件の受注や事業化に向けた取組を進めてい

ることから、本事業においては、受注や事業化へのリスクが高く、民間事業単独では取り
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組むことが難しい、インフラ計画の構想段階から関与する事業実施可能性調査(F/S)につい

て、実施することにより、事業目的である受注の拡大を図ることとしている。 

本事業において設定されている平成 30年度のアウトカム指標は、「F/S等の終了年度から

向こう 1 年（例えば 28 年度実施事業は 29 年度末まで）において、採択案件数のうち入札

に向けた詳細設計等、次の段階に進んだ割合（%）」、「F/S等の終了年度から向こう 3年にお

いて、採択案件数のうち受注等に至った件割合（%）」の 2点である。 

 

② ロジックモデル 

ロジックモデルは以下の図の通りである。インプットは本事業の予算であり、それをも

とに F/Sを実施している。 

 

図表  IV‐26 ロジックモデル：質の高いエネルギーインフラの海外展開に向けた 

事業実施可能性調査事業 
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図表  IV‐27 ロジックモデル：質の高いインフラの海外展開に向けた 

事業実施可能性調査事業 

 

 

③ リサーチデザイン 

iii. 定性分析 

 本事業ではアウトカム指標が 2つ（F/S採択案件数のうち次の段階（入札に向けた詳細設

計等）に進んだ割合と、受注等に至った割合）設定されているが、当該指標を如何にして

高めるか（設定した目標を達成するか）が課題である。したがって、まず、アウトカム指

標の増減に影響する要因を特定する必要があるが、それには F/Sの実施報告書や、ヒアリン

グ、アンケート調査等から取集できる定性情報の分析が適している。 

また、本事業は、前述のとおり、「リスクが高く民間企業単独では実施することが困難な

案件を実施する」こととしているため、本事業を活用する企業に対するヒアリングやアン

ケート調査等を通じて、「本事業が存在しない場合の F/S の実施可能性」等の施策の効果を

確認するとともに、民間企業単独で実施する事業と、本事業の採択案件の特徴（例えば、

リスクの要因となっている、相手国の状況、受注や事業化に至る時間的長さの他、成功し

た場合の金額規模の大小、事業の実施体制、民間企業の投資状況等）の違いなどについて

も把握することが重要である。 

 F/Sの実施報告書においては、事業化や受注に向けた課題やその解決の方向性を記した内

容が含まれていることが多い。そこから情報を収集し、アウトカム指標の増減に影響する

ことが見込まれる要因を整理することで、現在より一歩踏み込んだ構造を持つロジックモ

デルを組み立てることが可能である。また、受注や事業化に繋がったケースを振り返るこ

とで、ロジックモデルのどの要素が機能したことにより成功につながったのか分析するこ

とが可能である。また、ヒアリングやアンケート調査を通じ、ロジックモデルをベースと
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した、受注や事業化に向けた課題、それを解決するための方法、経済産業省に対する要望

を調査することも事業の意義の再確認や事業の改善を行う上で有益である。 

 

図表  IV‐28 リサーチデザイン：定性分析のための調査項目 

データソース 調査項⽬ 
F/S実施報告書  受注に向けた課題

ヒアリング／ 

アンケート 

 本事業が存在しなかった場合の F/S の実施可能性、民

間企業における実施案件の特徴 

 受注に繋がった成功要因 

 本事業に対する要望 等

 

iv. 定量分析 

 過去に実施した F/Sの採択案件については、これまでにフォローアップしたデータを整理

することにより、定量分析を実施することが出来る。具体的には、受注や事業化に至る過

程を複数の段階に区切り、次の段階（入札に向けた詳細設計等）に進んだ割合や受注や事

業化に至った割合など、各段階に至った割合を数値化する。その上で、採択案件ごとの比

較、他事業との比較、委託費や補助金など費目別の比較などを実施することにより、初期

の実施体制や課題解決への取組内容に応じた各案件の進捗程度の差、他の類似事業と本事

業の達成度の比較、費用別の達成度の比較などの分析を行うことが可能となる。その結果、

例えば、案件採択時点の事業実施体制として、商社やコンサルのみでなく、事業を担う企

業が参画している方が受注や事業化に至る可能性が高いことや、委託費と比べて補助金の

方が受注や事業化に至る可能性が高いなどの分析結果が得られた場合には、こうした内容

を事業の改善に活かすことが出来る。 

 

図表  IV‐29 リサーチデザイン：定量分析手法 

項⽬ 内容 
分析対象とする指標 

＜対応するアウトカム指標＞ 

採択案件のうち次の段階に進んだ割合（%） 

採択案件のうち受注に至った割合（%） 

データ収集 

対象・ 

データ数 

処置群 
事業に採択された事業者（エネ特 30 件/年、一般 20

件/年程度） 

対照群  なし 

データ 

ソース 

処置群  フォローアップ調査等 

対照群  なし 

効果分析方法 

課題解決への取組内容に応じた各案件の進捗程度の

差、他事業と比べた際の本事業の相対効果、費用別

の効果比較など
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(6) グローバル・スタートアップ・エコシステム強化事業 

分析 

 「J‐Startup」に選定された企業と、されなかった企業について、アウトカム指標（資金

調達額、売上、雇用、生産性、海外展開等）を比較して、支援の真の効果を検証。 

 J‐Startup企業は、審査委員の審査得点等に基づいて決定されているため、RDデザイン

を用いた効果検証が可能（下図）である。サンプルサイズの問題はあるものの、支援

先企業の類型（医療系、ものづくり系、FinTech系等）ごとに、支援効果に違いがある

のか等も検証し得る。 

 「始動」で支援を受けている起業家候補者については、シリコンバレーに派遣された

ことの効果を検証する。 

 
 

分析により得られる知見（イメージ） 

得られる知⾒ 内容 

支援効果の有無 
支援策によって、どういったアウトカム指標に対して平均的にどのよ

うな効果があるのかを明らかにできる。 

類型別の支援効果 
例：ものづくりやテクノロジー系の支援はより効果が大きい。 

（サンプルサイズが小さい場合は類型別の効果分析が難しい可能性）

 

知見を活かした政策改善（イメージ） 

得られた結果（例） 内容 
ものづくりやテクノロジ

ー系の支援はより効果が

大きい 

分野別に支援先を重点化する。 

起業家候補者のシリコン

バレー派遣の効果が大き

い 

シリコンバレー派遣者の人数を拡大する。 

 

   

審査得点

アウトカム指標
（売上⾼、⽣産性等）

施策の効果

J-Startup選定外企業 J-Startup選定企業

ジャンプ ＝
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① 施策の目的とアウトカム指標設定 

経済の持続的な成長・発展のために、イノベーションの担い手であるスタートアップは

重要な役割を果たしているが、日本初のユニコーン企業（創業 10 年未満で時価総額 10 億

ドルを超える企業）の数は依然として少ない。 

「グローバル・スタートアップ・エコシステム強化事業」では、世界で活躍できるユニ

コーン企業の創出を目指し、2022 年度までに日本におけるベンチャーキャピタル投資額の

対 GDP比率倍増を目指す。 

 

② ロジックモデル 

ロジックモデルは以下の図の通りである。 

この事業では、J‐Startup（グローバルに活躍できるスタートアップを官民により集中支援

する取り組み）に参加する企業のニーズを的確に把握し、各フェーズに合った支援を行い

ユニコーン企業への成長を促進していく。 

インプットは JETRO および NEDO に対する交付金である。大きく分けて４つのアクテ

ィビティがあり、海外において日本の優位性を発揮できる案件の特定については、J‐Startup

企業等と海外ニーズのマッチングが初期アウトカムとなっている。海外展開支援について

は、海外展開に向けた検討開始比率が初期アウトカムとなっている。海外ニーズとのマッ

チングおよび海外展開支援の中期アウトカムは、海外展開に向けた活動開始比率である。

J‐Startup への参加企業の育成については、参加者のうち、事業プランの実現に向けた検討

開始比率が初期アウトカムになっており、具体的な活動開始比率が中期アウトカムとなっ

ている。J‐Startup コンソーシアムの形成については、コンソーシアムによる支援件数が初

期アウトカムであり、支援による事業拡大実現比率が中期アウトカムとなっている。これ

らの活動の長期アウトカムは、日本型スタートアップエコシステムの構築である。 
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図表  IV‐30 ロジックモデル：グローバル・スタートアップ・エコシステム強化事業等   

 

   

経済・社会等の変化
（誰が／何が、どう変化することを⽬指しているか）

コンソーシアム
による⽀援
⽀援件数
[H32⾒込]30件
[H33⾒込]50件

直接コントロールできる部分

予算
[31要求] 1000
[30当初] 310
[29補正] 300
[29当初] 345
[28当初] 408
[28補正] ‐
[27当初] 340
[27補正] ‐
[26当初] ‐
[26補正] ‐
（単位︓百万円）

協⼒企業等
・JETRO
・NEDO
・WiL(株)
・⺠間ｼﾝｸﾀﾝｸ

・J‐Startupコンソー
シアムの形成

コンソーシアム参画
団体数
[H31⾒込]120団体

⽇本型スタート
アップエコシス
テムの構築
(参考 )創業10年未
満の企業で時価総
額10億ドル以上の
企業数（P)
[H35⽬標]20社（P)

(参考) 起業活動指
数(TEA)
[H36⽬標]7.6％
(参 考 ) VC投 資額
（対GDP⽐）
[H34⽬標]0.056％
(参考 )新興市場へ
の IPO件数
[⽬標 ]平成24〜26
年 の 平 均 の 1.5倍
（67件）
(参考) M&Aの件数
（VC投資のEXIT）
[⽬標 ]平成23〜25
年度の平均の1.5倍
（280件）

・J‐Startup企業の海
外展開⽀援

プログラム参加数
[H31⾒込]120社

⽀援による事業
拡⼤
事業拡⼤実現⽐
率
[H34⾒込]80％

海外展開⽀援件数
[H31⾒込]300社

（ｲﾝﾌﾟｯﾄ） （ｱｸﾃｨﾋﾞﾃｨ） （ｱｳﾄﾌﾟｯﾄ） （初期ｱｳﾄｶﾑ） （中期ｱｳﾄｶﾑ） （⻑期ｱｳﾄｶﾑ）

参加者の事業ﾌﾟﾗ
ﾝの実現に向けた
検討を開始
検討⽐率
[参加2年後]60％
[参加1年後]40％

参加企業が海外
展開に向けた検
討を開始
検討⽐率
[参加2年後]60％
[参加1年後]40％

参加者の事業ﾌﾟﾗ
ﾝの実現に向けた
活動の促進
活動⽐率
[参加2年後]60％
[参加1年後]40％

参加企業が海外
展開に向けた活
動を開始
活動⽐率
[参加2年後]60％
[参加1年後]40％

・J‐Startup候補の育
成等

・社会課題解決を
⽬指すJ‐Startup企業
等への⽀援

海外において、我が
国の優位性を発揮で
きる案件の特定
[H31⾒込]10件

J‐Startup企業等と
海外ニーズの
マッチング
[H32⾒込]20件
[H33⾒込]20件
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③ リサーチデザイン 

前述の通り、グローバル・スタートアップ・エコシステム強化事業等ではさまざまな支

援策を講じているが、ここでは企業向け支援である「J‐Startup」と、起業家等育成プログラ

ムである「始動」に着目し、それぞれについて効果検証方法を示す。 

 

a) J-Startup 

「J‐Startup」では、日本国内の約 10,000社のスタートアップから、ミッション・独創性・

成長性といった基準による推薦委員からの推薦と、弁護士・学識経験者等からなる外部審

査委員の審査を経て、約 100社を J‐Startup企業として選定する。J‐Startupに選定された企

業は、ベンチャーキャピタルやアクセラレーター、大企業等からの民の支援や、海外展開

支援、大臣等の政府の海外ミッションへの参加、知財戦略の構築支援といった政府の支援

の双方を受けることが可能となる。 

「J‐Startup」のリサーチデザインを示したものが図表  IV‐31 である。効果検証を行うた

めには、施策によって支援を受けた企業と受けていない企業を比較することが必要となる。

ロジックモデル上の短期アウトカムは、「海外展開に向けた検討の開始」や「事業プラン実

現に向けた検討の開始」があげられているが、これらのアウトカム指標は、非支援企業（対

照群）については把握が難しいため、分析対象からは外さざるを得ない。そのため図表  IV‐31

では、短期アウトカムと中期アウトカムはほぼ同一のものとなっている。一方長期アウト

カムについては、時価総額や上場の有無等をアウトカムとして設定している。なおスター

トアップの場合、創業当初は赤字が続くため、売上等の生産面の指標が妥当なアウトカム

とならない可能性があるため、資金調達額や事業の存続状況、雇用を主たる短期・中期ア

ウトカムとして効果検証することを想定している。 

データベースとしては民間企業が整備している財務データもしくはアントレペディアデ

ータベース（後述）を用いることが考えられる。分析方法は、支援先企業と特性の類似し

た非支援先企業との比較分析である。J‐Startup 企業の選定は、推薦委員等による採点によ

って決定されているため、RDデザインを用いた分析を行う。また、アントレペディアデー

タベースでは、ベンチャー企業ごとに資金調達の金額や時期を把握することができるが、

こうした日次データの場合はサバイバル分析を活用することも考えられる。 

 

図表  IV‐31 リサーチデザイン：J‐Startup 

項⽬ 内容 

分析対象とする 

アウトカム指標 

短期  資金調達額、事業の存続状況、雇用、売上、生産性等

中期  資金調達額、事業の存続状況、雇用、売上、生産性等

長期 
時価総額、上場の有無、海外展開の有無、売上、雇用、

生産性等 
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データ収集 

対象・ 

データ数 

処置群  J‐Startup企業約 100社 

対照群 
J‐Startup の候補にはなったものの選定されなかった

企業約 10,000社 

データ 

ソース 

処置群 
民間企業財務データもしくはアントレペディアデー

タベースとのマッチング 

対照群 
民間企業財務データもしくはアントレペディアデー

タベースとのマッチング 

効果分析方法 

ボーダーライン上で J‐Startup に選定された企業と選

定されなかった企業を、RD デザインによって比較分

析することによって、J‐Startupに選定されたことの総

合的な効果を分析する（J‐Startup事業では、さまざま

な支援メニューを用意しているが、個別メニューごと

の効果分析は難しいと考えられる）。 

 

アントレペディアデータベースを用いる場合は、サバ

イバル分析等も利用可能性がある（参考参照）。 

 

b) 始動 

「始動」では、J‐Startup の候補となる起業家育成を行っている。具体的には大企業等か

ら約 120人を集め、メンタリング支援等を行い、そこから 20人を選抜してシリコンバレー

に派遣を行っている。 

効果検証を行うためには、支援を受けた人と、支援を受けていない人のうち、可能な限

り属性の似通った人を比較することが必要となる。しかしながら、起業家候補の包括的な

データベースは存在しないため、「始動」で支援を受けた起業家候補と類似した人を見つけ

出し、対照群に設定することは難しい。そのため今回の効果検証では、「始動」対象者のう

ちシリコンバレーに派遣された 20 人を処置群とし、「始動」対象者のうちシリコンバレー

に派遣されなかった 100 人を対照群とすることで、シリコンバレー派遣の効果を分析した

い。 

「始動」のリサーチデザインを示したものが図表  IV‐32 である。短期アウトカムは起業

意欲や起業準備状況等が、中期アウトカムとしては企業の有無等が、長期アウトカムとし

ては事業存続状況や売上、雇用等が、それぞれ該当する。処置群・対照群は前述の通りで

ある。処置群・対照群のデータは、アンケート調査によって把握する。処置群・対照群い

ずれも「始動」プロジェクトの対象であるため、属性は似通っているものと考えられる。

そこで分析方法は DID分析もしくは処置群と対照群の単純な比較分析を用いる。 
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図表  IV‐32 リサーチデザイン：始動 

項⽬ 内容 

分析対象とする 

アウトカム指標 

短期  起業意欲、起業準備状況等 

中期  起業準備状況、起業の有無等 

長期  事業存続状況、売上、雇用 

データ収集 

対象・ 

データ数 

処置群 
「始動」対象者のうち、シリコンバレーに派遣された

20人 

対照群 
「始動」対象者のうち、シリコンバレーに派遣されな

かった 100人 

データ 

ソース 

処置群  アンケート調査 

対照群  アンケート調査 

効果分析方法  処置群と対照群の DID分析、もしくは単純な比較分析
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④ 参考：アントレペディアデータベース 

アントレペディア（entrepedia）はスタートアップの情報を整理したデータベースサービ

スであり、事業の概要、資金調達の状況、提携先を把握することができる。ベンチャー企

業約 13,000社がカバーされている。 

例えば、資金調達額のイメージを示したものが図表  IV‐33 ある。資金調達の金額と時期

が分かるため、サバイバル分析等を活用することで、支援によって資金調達が容易になっ

ているのか等を把握することが可能となる。 

 

図表  IV‐33アントレペディアデータベースのデータのイメージ 

 
（出所）アントレペディアホームページ 
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(7) 地域・まちなか商業活性化支援事業 

分析 

 「支援を受けた中心市街地や商店街」と「支援を受けていない中心市街地や商店街」

について、アウトカム指標（歩行者通行量や地価等）を比較して、支援の真の効果を

検証する。前後比較と他地域比較を組合わせることで、景気等の要因を統制して効果

を把握する。 

 加えて、支援策の効果がより大きい取組の特徴を明らかにし、今後の施策改善に向け

た示唆を得る。 

 
 

分析により得られる知見（イメージ） 

得られる知⾒ 内容 

支援効果の有無 
支援策によって、アウトカム指標に対して平均的にどのような効果が

あるのかを明らかにできる。 

支援効果を高める

要因 

支援の効果がより大きい地域や取組、体制等の特性を把握することで、

支援の改善に向けた示唆が得られる。 

 

知見を活かした政策改善（イメージ） 

得られた結果（例） 内容 
連携先が多い方が、支援

効果が大きい 
採択にあたって、体制を重視する。また体制の強化を促す。 

支援効果が表れる箇所が

限定的である 
支援効果がより広範囲に波及するための工夫を検討する。 

   

時間

アウトカム指標
（歩⾏者通⾏量、地価等）

施策の効果

施策
実施前

施策
実施後

⾮⽀援対象
地域

⽀援対象
地域 外部要因（景気）

の効果

外部要因（景気）
の効果
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① 施策の目的とアウトカム指標設定 

同事業では、地域・中心市街地での商業の活性化を図るため、拠点となる商業施設等を

重点支援する。そうした性質を持つ事業であるため、支援対象だけでなく周辺地域への裨

益も重要な目的である。また国として支援するものであるため、他の商店街や自治体への

モデルの横展開も目的である。 

支援内容については、施設整備等のハード面だけでなく、まちづくり専門人材の活用等

のソフト面の支援も実施している。 

 

② ロジックモデル 

各事業のロジックモデルは、それぞれ以下の図の通りである。 

 

a) 中心市街地再興戦略事業 

インプットは民間事業者等への補助であり、それを基に施設整備事業、専門人材活用支

援事業、調査事業等が実施されている。 

 

図表  IV‐34 ロジックモデル：中心市街地再興戦略事業   

 

   

経済・社会等の変化
（誰が／何が、どう変化することを⽬指しているか）

直接コントロールできる部分

予算
⺠間事業者等
への補助
[30当初] ５００
[29当初] ５００
[28当初] ５００
[27当初] ６００
[26当初] ６９０
（単位︓百万円）

＜協⼒者＞
・⾃治体
・関係省庁
・商⼯会議所
・まちづくり

会社
・タウンマネー

ジャー 等

（ｱｸﾃｨﾋﾞﾃｨ①）
・市町村の中⼼市街地活
性化基本計画に対する内
閣総理⼤⾂の認定に係る
経済産業⼤⾂の同意
・特定⺠間中⼼市街地経
済活⼒向上事業計画に係
る経済産業⼤⾂の認定

補助事業の実施件数
[測定指標]
施設整備事業の件数
[29当初] ７
[28当初] ２
[27当初] １
[26当初] ４

専⾨⼈材活⽤⽀援
事業の件数
[29当初] ２６
[28当初] １５
[27当初] ２４
[26当初] １５

調査事業の件数
[29当初] １１
[28当初] ３
[27当初] ３２
[26当初] ２３

補助事業の⽀援を受けた
中⼼市街地の活性化
[測定指標]
歩⾏者通⾏量増加
１２０％以上
(施設整備事業実施前後⽐)
[29年度実績] １３３
[28年度実績] １７５
[27年度実績] １４１
（単位︓％）

※他に、商業販売額、
市⺠満⾜度等

（ｲﾝﾌﾟｯﾄ） （ｱｸﾃｨﾋﾞﾃｨ） （ｱｳﾄﾌﾟｯﾄ） （ｱｳﾄｶﾑ） （ｲﾝﾊﾟｸﾄ）
中⼼市街地の活性化
[測定指標]

内閣総理⼤⾂の認定を受
け、計画期間が終了した、
市町村の中⼼市街地活性化
基本計画の⽬標達成率
(｢⽬標達成｣｢計画当初より
改善｣となった指標の率)

地域経済の活性化・
⽣産性の向上

（ｱｸﾃｨﾋﾞﾃｨ②）
・施設整備事業への補助
・専⾨⼈材活⽤⽀援事業
への補助
・調査事業への補助

その他の中⼼市街地活性化の施策
・中⼩企業等⽀援⼈材育成事業(タウンマネージャー研修事業等)【経済産業省】
・都市再⽣整備計画事業、中⼼市街地共同住宅供給事業等【国⼟交通省】
・中⼼市街地活性化ソフト事業(イベント⽀援)【総務省】 等

※太字囲いが今回のレビュー対象事業
※⼆重線囲いは最重要指標

商店街⽀援施策
地域商業拠点の維持
⽣活インフラの維持
外貨の獲得

地域商機能の維持・強化



75 

 

b) 商店街支援事業 

商店街の先進的な取組への補助、商店街振興組合役員等への講習会や研修事業が実施さ

れている。 

 

図表  IV‐35 ロジックモデル：商店街支援事業   

 

 

③ リサーチデザイン 

2 事業に対して、以下の 4 つの観点の分析について検討することを想定している。a～c

については、同様の分析手法・データで分析することが可能であると考えられる。他方 d

については、定量的に把握することが困難であり、まずは問合せに関する詳細な情報を得

るための仕組みについて検討することを想定している。 

 

  直接効果  波及効果 

中心市街地再興戦略事業  a．対象施設周辺の活性化  b．周辺地域への波及効果 

商店街支援事業  c．対象施設周辺の活性化  d．他地域での事例集の活用

 

a) 中心市街地再興戦略事業（対象施設周辺の活性化） 

支援対象施設周辺に対する支援の効果については、補助を受けた中心市街地と受けてい

ない中心市街地での歩行者通行量等の変化を比較すること（差の差分析）で測定できると

考えられる。 

経済・社会等の変化
（誰が／何が、どう変化することを⽬指しているか）

直接コントロールできる部分

予算
[30当初] 1,130
[29当初] 1,282
[28当初] 1,529
[27当初] 2,300
[26当初] 3,900
（単位︓百万円）

協⼒者
・⾃治体
・全振連等

中⼩4団体
・全国商店街

⽀援センター

･先進的な取組を⾏う商
店街への補助

･商店街内の個店が⾏う
販路開拓、新商品開発
⽀援

･商店街振興組合役員等
への研修等の実施

先進的な取組のための
事前調査の実施
先進的な取組の実施
[測定指標]
･補助⾦交付件数
[H29実績] 58件
[H28実績] 65件
[H27実績] 106件
[H26実績] 106件

･講習会・研修事業へ
の参加者数
[H29実績] 315⼈
[H28実績] 323⼈
[H27実績] 281⼈
[H26実績] 242⼈

＜エリア価値向上型＞
地域商業拠点の維持
商いの場としての魅⼒
向上

（ｲﾝﾌﾟｯﾄ） （ｱｸﾃｨﾋﾞﾃｨ） （ｱｳﾄﾌﾟｯﾄ） （ｱｳﾄｶﾑ） （ｲﾝﾊﾟｸﾄ）

地域商機能の維持・強化

他の補助⾦、税
制、融資制度、
⾃治体・他団体
⽀援事業

･IT導⼊⽀援等
･設備取得時の特別償却・
税額控除等

･設備導⼊資⾦借⼊時の利
率優遇

･専⾨家派遣等

･設備導⼊資⾦借⼊時の利
率優遇

･アドバイザー派遣

商店街内店舗の経営改善、魅⼒ある店舗の増加

商店街組織の活動強化、エリアとしての魅⼒向上商店街内の店
舗に対する制
度

商店街組織に
対する制度

先進的な取組事例集の
作成

⽀援事例集の配布

＜⽣活⽀援型＞
⽣活インフラの維持
商店街を核とした⼩さ
なまちの形成

＜観光型＞
外貨の獲得
商店街を含む地域の観
光⼒向上

中⼼市街地の活性化

補助事業の⽀援を受けた
商店街の活性化
[測定指標]

･歩⾏者通⾏量、売上⾼増
加⽬標達成75％

[H28事業実績] 59％
[H27事業実績] 67％
[H26事業実績] 54％

･講習会・研修会参加者の
意識向上85％

[H29実績] 94％
[H28実績] 88％
[H27実績] 92％

地域経済の活性化・⽣産
性の向上
中⼼市街地の活性化

補助事業の全国の商店街
への波及による活性化
[測定指標]
補助対象以外の商店街へ
の波及
[H28実績] 48％
[H27実績] 40％

※いずれも
H30.6時点
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効果測定の際に用いる指標は、歩行者通行量、小売販売額、地価の 3 つが想定される。

ただしデータの取得可能性を考慮すると、歩行者通行量と地価について検討を進めること

が考えられる。また歩行者通行量は、メッシュの細かさが重要であるが、精度とトレード

オフの関係にあり、またデータ収集コストが増加するため、標本データの件数や拡大推計

の方法等を確認しながら、妥当なデータを選定することになる。 

なお地域経済分析システム（RESAS）と連携して、モバイル空間統計を用いた分析を試

行することも考えられる。 

 

図表  IV‐36 リサーチデザイン：中心市街地再興戦略事業（対象施設周辺の活性化） 

項⽬ 内容 

分析対象とする指標 

＜対応するアウトプット・アウトカム指標＞ 

○歩行者通行量 

○小売販売額 

※小売販売額のデータ取得には課題があるた

め、歩行者通行量と小売販売額の相関関係を

示すエビデンスで補完することも検討 

○地価 

データ収集 

対象・ 

データ数 

処置群 施設整備事業等の補助を受けた中心市街地 

対照群 上記補助を受けていない中心市街地 

データ 

ソース 

処置群 ○モバイル空間統計（NTTドコモ）…500m, 1km, 

2km、位置情報ビッグデータ・人口動態分析／

予測（KDDI）…10m、混雑統計（ゼンリン）

…250m 

 ※メッシュ単位は、基地局情報か GPSのどちら

を基にデータ収集しているかに依存するが、い

ずれの場合も拡大推計が必要であるため、メッ

シュの細かさと精度はトレードオフ。メッシュ

の細かさと併せて、精度（標本データの件数や

拡大推計方法等）も要確認。 

○小売販売額のメッシュデータ（都市構造可視化

計画／商業統計） 

※商業統計の頻度が限定。また施設の業態によ

っては対象となっていない場合がある。 

なお POS データを用いることも想定され得る

が、対象施設で導入されているケースは少ない

と思われる。 

○地価公示・都道府県地価調査（国土交通省） 

 ※基準地点のデータを用いて、範囲内の地価を

推計（カーネル密度推定）。

対照群

効果分析方法 

処置群と対照群について、支援前と支援後の歩行

者通行量や地価のデータを用いて、差の差分析。

差の差分析により、景気トレンドの影響等を考慮

した支援前後の比較が可能となる。 

指標及び測定データにはいくつか選択肢がある

が、分析方法については差の差分析を想定。 
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b) 中心市街地再興戦略事業（中心市街地への波及効果） 

基本的な効果分析の手法やデータは、上記と同様である。ただし、周辺地域への波及効

果を測定するため、対象地域の範囲を拡大して、歩行者通行量や地価等の指標について比

較分析することになる。 

 

図表  IV‐37 リサーチデザイン：中心市街地再興戦略事業（中心市街地への波及効果） 

項⽬ 内容 

分析対象とする指標 

＜対応するアウトプット・アウトカム指標＞ 

○歩行者通行量 

○小売販売額 

※小売販売額のデータ取得には課題があるた

め、歩行者通行量と小売販売額の相関関係を

示すエビデンスで補完することも検討 

○地価 

データ収集 

対象・ 

データ数 

処置群 施設整備事業等の補助を受けた中心市街地 

対照群 上記補助を受けていない中心市街地 

データ 

ソース 

処置群 ○モバイル空間統計（NTTドコモ）…500m, 1km, 

2km、位置情報ビッグデータ・人口動態分析／

予測（KDDI）…10m、混雑統計（ゼンリン）

…250m 

 ※メッシュ単位は、基地局情報か GPSのどちら

を基にデータ収集しているかに依存するが、い

ずれの場合も拡大推計が必要であるため、メッ

シュの細かさと精度はトレードオフ。メッシュ

の細かさと併せて、精度（標本データの件数や

拡大推計方法等）も要確認。 

○小売販売額のメッシュデータ（都市構造可視化

計画／商業統計） 

※商業統計の頻度が限定。また施設の業態によ

っては対象となっていない場合がある。 

なお POS データを用いることも想定され得る

が、対象施設で導入されているケースは少ない

と思われる。 

○地価公示・都道府県地価調査（国土交通省） 

 ※基準地点のデータを用いて、範囲内の地価を

推計（カーネル密度推定）。

対照群

効果分析方法 

処置群と対照群について、支援前と支援後の歩行

者通行量や地価のデータを用いて、差の差分析。

差の差分析により、景気トレンドの影響等を考慮

した支援前後の比較が可能となる。 

指標及び測定データにはいくつか選択肢がある

が、分析方法については差の差分析を想定。 
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c) 商店街支援事業（対象施設周辺の活性化） 

商店街支援事業についても、基本的な効果分析の手法やデータは、上記と同様である。 

 

図表  IV‐38 リサーチデザイン：商店街支援事業（対象施設周辺の活性化） 

項⽬ 内容 

分析対象とする指標 

＜対応するアウトプット・アウトカム指標＞ 

○歩行者通行量 

○小売販売額 

※小売販売額のデータ取得には課題があるた

め、歩行者通行量と小売販売額の相関関係を

示すエビデンスで補完することも検討 

○地価 

データ収集 

対象・ 

データ数 

処置群 補助を受けた商店街

対照群 補助を受けていない商店街

データ 

ソース 

処置群 ○モバイル空間統計（NTTドコモ）…500m, 1km, 

2km、位置情報ビッグデータ・人口動態分析／

予測（KDDI）…10m、混雑統計（ゼンリン）

…250m 

 ※メッシュ単位は、基地局情報か GPSのどちら

を基にデータ収集しているかに依存するが、い

ずれの場合も拡大推計が必要であるため、メッ

シュの細かさと精度はトレードオフ。メッシュ

の細かさと併せて、精度（標本データの件数や

拡大推計方法等）も要確認。 

○小売販売額のメッシュデータ（都市構造可視化

計画／商業統計） 

※商業統計の頻度が限定。また施設の業態によ

っては対象となっていない場合がある。 

なお POS データを用いることも想定され得る

が、対象施設で導入されているケースは少ない

と思われる。 

○地価公示・都道府県地価調査（国土交通省） 

 ※基準地点のデータを用いて、範囲内の地価を

推計（カーネル密度推定）。

対照群

効果分析方法 

処置群と対照群について、支援前と支援後の歩行

者通行量や地価のデータを用いて、差の差分析。

差の差分析により、景気トレンドの影響等を考慮

した支援前後の比較が可能となる。 

指標及び測定データにはいくつか選択肢がある

が、分析方法については差の差分析を想定。 
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d) 商店街支援事業（他地域への波及効果） 

 事例集が他地域でどのように参照・活用されているかをより詳細に把握するための方策

について検討することが想定される。例えば、問合せ窓口を一本化し、所属団体等の基本

情報を記録し、その後の検討状況等を定期的にフォローアップすること等が考えられる。

その際、フォローアップへの協力するインセンティブを付与することも必要となる。 

 また、他地域で事例集が活用される過程を整理することも重要となる。他地域での活用

がどの程度進捗したのか、相対的に把握できるようにするため、標準的な過程を整理して

おくことが望ましい。 
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(8) 地域創業機運醸成事業 

分析 

 創業支援事業者補助金及び創業機運醸成事業者補助金について、「補助金を受けて実施

している事業」と「補助金を受けずに実施している事業（国の計画認定を受けている

もの）」との比較を行い、補助金の有無が創業支援等事業者の支援メニューや支援の成

果（開業率等）に与える追加的影響等を明らかにする。 

 

分析により得られる知見（イメージ） 

得られる知⾒ 内容 

補助金の効果 

補助金を受けることにより、補助金を受けずに実施する場合よりも、

支援メニューの拡充が図られているかを明らかにする。 

また、補助金の有無によって支援の成果（支援対象者数、開業率）が

どの程度異なるのかを明らかにする。

効果的な支援策 
どのような創業支援メニューを実施することが、より大きな効果を生

むのかを明らかにする。 

 

知見を活かした政策改善（イメージ） 

得られた結果（例） 内容 
補助金を受けることによ

り、支援メニューの拡充

が図られている一方、同

じ窓口相談では、補助金

の有無による成果の差は

見られない。 

補助金無しでは実施しづらい支援メニューを実施する事業者に

支援を重点化する。 
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① 施策の目的とアウトカム指標設定 

地域創業機運醸成事業は、地域における創業とそれによる地域経済の活性化を推進して

いくため、創業支援策の拡充と創業機運の醸成を図る施策である。以下の表は、地域創業

機運醸成事業の中に位置付けられる各事業の概要を示したものである。 

 

図表  IV‐39 地域創業機運醸成事業の内容 

事業名  概要  アウトカム 

地域創造的起業

補助金（創業補助

金） 

創業支援事業計画に基づく特定創業支援事業を受け

た創業者に対して、創業に要する経費の一部を補助

し、地域地域の活性化を促す。（補助上限 200 万円、

補助率 1/2） 

認定創業支援

等事業計画を

有する自治体

数（件） 

創業機運醸成

事業を含む認

定創業支援等

事業計画を有

する自治体数

（件） 

創業スクール

の認定数（件）

企業活動指数

（%） 

創業支援事業者

補助金／創業機

運醸成事業者補

助金 

事業者が認定創業支援等事業計画に基づき行う創業

支援事業／創業機運醸成事業にかかる経費の一部を

補助する。（補助上限 1,000万円、補助率 2/3） 

さらに、都道府県をはじめととした広域で行われる先

進的かつモデルとなりうる創業機運醸成事業を補助

し、横展開を図る。（補助上限 2,000万円、定額補助） 

潜在的創業者掘

り起こし事業／

起業家教育事業 

質の高い創業スクールの認定を行い、創業支援の活性

化と創業機運の醸成を目的とした全国的なイベント

を開催する。自律的に生きる力を育む起業家教育を促

進するため、起業家教育の教材/教育者用マニュアルを

作成・公表する。（委託） 

 

② ロジックモデル 

ロジックモデルは以下の図の通りである。インプットは予算であり、これから創業する

者や創業の意思がある者、創業無関心層に対して、創業支援や創業に関する普及啓発を実

施していく。アウトプットは各種補助金の交付件数やイベント実施件数であり、アウトカ

ム指標は複合的に設定されている。また、インパクト（ 終アウトカム）指標は開業率に

統一されており、目標値は全国平均で 10%に設定されている。 
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図表  IV‐40 ロジックモデル：地域創業機運醸成事業 

 

 

③ リサーチデザイン 

a) アウトカム指標の再設定 

本施策における補助金事業は、支援のステージ別に「(i) 創業希望者や創業準備者に対す

る支援」、「(ii) 創業無関心層に対する普及啓発」と 2つに大別できる。ロジックモデル上は、

創業支援事業計画を有する自治体数をアウトカム指標に設定しているが、当該計画を有す

る自治体数自体を増やすことは政策目的ではないため、アウトカム指標としては適切でな

いと考えられる。またインパクト指標として開業率を設定しているが、各事業が日本全体

の開業率にまでは波及する経路には距離があるため、事業ごとに中間的なアウトカム指標

を設定し、それに対する効果を測定することが望ましいと考えられる。 

例えば、以下の中間アウトカム指標を分析対象として設定してはどうか。 

 

図表  IV‐41 事業ごとのアウトカム指標の再設定 

支援のステージ  事業名  中間アウトカム  アウトカム 

(i)  創業希望者や創

業準備者に対する支

援 

創業支援事業者補助

金 

当該事業者が支援し

た者の開業数（件）

及び開業率（%） 

事業終了後 5 年経過

時の事業継続率（%）

(ii)  創業無関心層に

対する普及啓発 

創業機運醸成事業者

補助金 

当該事業者の支援を

受けた者のうち、創

業に対する関心を有

当該事業者が支援し

た者の開業数（件）

及び開業率（%） 
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支援のステージ  事業名  中間アウトカム  アウトカム 

する者の人数（人）

及び割合（%） 

我が国における創業

希望者以上の割合

（%） 

 

b) 現時点で収集可能なデータを用いた効果測定方法 

創業支援等事業計画の認定を受けた各自治体において実施される創業支援事業について、

支援メニューや被支援者数、創業者数の実績が集計されたデータを活用し、創業支援事業

者補助金の効果を測定する。上記のデータでは、「(A) 創業支援事業者補助金を受けて実施

された事業」と「(B) 補助金を受けずに実施された事業」が混在するが、当該補助金の申請・

交付状況データとマッチングすることで、(A)と(B)を切り分けて支援事業の成果（開業数と

開業率）を集計することが可能である。また、各創業支援事業者が実施する支援メニュー

としては、「窓口相談」や「創業スクール」が一般的だが、補助金を受けることで支援メニ

ューの拡充が図られているかどうかも検証する。 

 

図表  IV‐42 リサーチデザイン：創業支援事業者補助金（パターン 1） 

項⽬ 内容 

分析対象とする指標 

＜対応するアウトプット・アウトカム指標＞ 

当該事業者が支援した者の開業数（件） 

当該事業者が支援した者の開業率（%） 

当該事業者が支援した者の人数（人） 

当該事業者が実施する支援メニューの類型

（－）

データ収集 

対象・ 

データ数 

処置群  補助金を受けて実施された創業支援事業 

対照群  補助金を受けずに実施された創業支援事業 

データ 

ソース 

処置群 
創業支援等事業計画の認定を受けた各自治体

において実施される創業支援事業の実績デー

タ 

補助金への申請書の内容と採択結果 
対照群 

効果分析方法  クロス集計、単純集計 

 

④ より精緻な効果測定に向けて 

以下では、上記の効果測定方法に比べて、より精緻な分析を実施するために必要となる

データ収集・効果測定方法について考える。1人が複数の支援メニューを受けることもある

中で、どの支援メニューが効果的かを正確に把握するため、今後は「支援事業者」ではな

く「支援事業者の支援先」を単位として、データの収集・分析を行う必要がある。 
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a) データ収集方法 

 創業支援事業者補助金 

 「補助金の有無が創業支援事業者の支援先の開業状況に与える影響」や「創業支

援事業者が提供する支援メニューのうち、どれを受けた支援先が開業しやすいのか」

を明らかにするためには、支援対象者の名前、住所、電話番号、年齢、性別、受け

た支援メニュー、支援後の開業状況（支援実施直後～5年後まで毎年）などの個票デ

ータが必要となる。特に、補助金の効果そのものを測定するためには、補助金に申

請したが非採択となった事業者や補助金に申請していない事業者からもデータを収

集することが重要である。 

 名前、住所、電話番号は個人を識別する変数として「創業機運醸成事業者補助金」

のデータとのマッチングに利用でき、2事業のデータをマッチングすることで、創業

無関心層が創業希望・準備段階に移行したかどうかを確認できる。年齢、性別、受

けた支援メニューは分析の際の説明変数として、また支援後の開業状況は被説明変

数（アウトカム指標）として利用することが可能である。加えて、補助金申請時に

事業者が提出した申請書の内容やその得点17に関する情報が利用できれば、RD デザ

インによる分析も可能である。 

 創業機運醸成事業者補助金 

 「イベントの実施が創業に対する関心に与える影響」や「創業機運醸成事業者が

開催するイベントのうち、どの類型の効果が高いのか」を明らかにするためには、

イベント参加者の名前、住所、電話番号、年齢、性別、参加したイベントの類型、

イベント参加直後の創業に対する関心の有無、イベントから 1～5年後の開業状況な

どの個票データが必要となる。 

 アウトカム指標である「創業に対する関心の有無」の測定方法としては、イベン

ト実施後に参加者にアンケートベースで質問し回答を得る方法と、イベントの参加

者リストを創業支援事業者補助金を受けた事業者の支援先リストとマッチングして

確認する方法が考えられる。前者は全参加者に対して簡便に漏れなく実施できる方

法であるが、回答結果は個人の主観に基づいているため、アウトカムの計測誤差が

生じる可能性が高い18。アンケートの実施例としては、「イベント参加前の関心の有

無」と「イベント参加後の関心の有無」を問い、イベント前後での関心の推移を確

認する方法が考えられる。後者は創業無関心層が創業希望・準備段階に移行したこ

                                                        
17 申請書は外部有識者により審査され、得点が付けられる。基本的には予算の範囲内で、得点の高い申請

から順に採択されていく。 
18 例えば、「創業に対する関心を持つようになったか？」というアンケートの設問に対して、「はい」と回

答したイベント参加者を考える。該当者の中には実際に創業を希望または準備するようになり、イベント

後に創業支援事業者の支援先に加わる者もいるが、イベント後に創業に関する具体的なアクションを全く

起こさない者もいる。前者はアンケート結果と実情のずれはないが、後者はずれ（計測誤差）が生じてし

まう。 
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とを客観的に確認することが可能であるが、当該 2 事業のデータのマッチングに時

間を要したり、創業支援事業者の支援を経ずに開業に至った個人を捉えることがで

きない19。 

 また、各イベント参加者について、イベント実施から 5 年後にかけての開業状況

を追跡することで、本事業の 終的なアウトカム指標を把握することも可能である20。 

 

図表  IV‐43 データ収集方法 

  創業支援事業者補助金  創業機運醸成事業者補助金 

現状 

データ  支援対象人数やそのうち創業した

人の人数、どの支援メニューを受

けたかなど（事業者ごとの合計値

のみ）21 

なし（平成 30年度新規事業） 

収集方法  事業者→自治体→地方局→担当課

の順に報告・集計を実施 

今後 

データ  支援対象者の名前、住所、電話番

号、年齢、性別、受けた支援メニ

ュー、支援後の開業状況 

イベント参加者の名前、住所、電

話番号、年齢、性別、イベント参

加直後の創業に対する関心の有

無、イベント実施後の開業状況 

収集方法  電話やアンケート、訪問インタビ

ューを通じて、事業者が支援先に

対して調査を実施。自治体への報

告の際は、支援先全体の合計値で

はなく、個票データの報告を義務

化22。また、補助金に申請したが非

採択となった事業者や補助金に申

請していない事業者からもデータ

を収集。 

電話やアンケート、訪問インタビ

ューを通じて、事業者がイベント

参加者に対して調査を実施。自治

体への報告の際は、参加者全体の

合計値ではなく、個票データの報

告を義務化。 

 

                                                        
19 機運醸成イベントへの参加後に創業に対する関心を持つようになった者の中には、創業支援事業者以外

の民間企業（コンサルティング会社等）の支援を受けて、開業に至るケースも想定される。そうした創業

者は、創業支援事業者の支援先リストには含まれない。 
20 イベント内容によっては、その後の開業状況について必ずしも調査が必要とはならないこともある。例

えば、学生に対する創業の普及啓発イベントを実施しても、参加者が短期間のうちに開業に至ることは考

えにくい。 
21 創業支援を実施する各事業者は支援対象者の個票データを有していると考えられるが、個票データその

ものではなく、それらの合計値のみを自治体に報告している。 
22 報告様式を統一すると、その後のデータ整理が機械的に実施できるため、事業の効果検証にかかるコス

トも抑えることが可能である。 
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b) 効果測定方法 

 創業支援事業者補助金 

 「補助金の有無が創業支援事業者の支援先の開業状況に与える影響」や「創業支

援事業者が提供する支援メニューのうち、どれを受けた支援先が開業しやすいのか」

を明らかにするために、以下の 2つの分析を実施する。 

 パターン 1では、「補助金の有無が創業支援事業者の支援先の開業状況に与える影

響」を RDデザインを用いて検証する。その際、観測単位は「創業支援事業者」とし、

採択／非採択のカットオフを判断するために「申請書の得点」を利用する。本分析

により、「補助金に採択された創業支援事業者の支援先の平均開業率や 5年経過時の

平均事業継続率は、非採択事業者の支援先の数値と比べてどの程度異なるのか」を

明らかにすることができる。また、本分析を実施する際の注意点として、補助金申

請事業者の採択率が挙げられる。RDデザインを適用するためには、補助金の採択事

業者だけでなく、非採択となった事業者のデータも必要不可欠であるが、採択率が

高すぎる場合は、非採択事業者のサンプルサイズ不足が原因で、分析不可能となる

恐れがある。 

 パターン 2では、「補助金の有無が創業支援事業者の支援先の開業状況に与える影

響」と「創業支援事業者が提供する支援メニューのうち、どれを受けた支援先が開

業しやすいのか」を回帰分析を通じて検証する。その際、観測単位は「創業支援事

業者の支援先」とし、補助金の採択事業者に支援を受けたかどうか、受けた支援メ

ニュー、年齢、性別などを制御した上で、アウトカム指標に回帰させる。本分析に

より、「補助金に採択された創業支援事業者の支援先の開業状況や 5年経過時の事業

継続状況は、非採択事業者の支援先と比べてどの程度異なるのか」や「支援先の開

業状況や事業継続状況は、受けた支援メニューや年齢層、性別によってどの程度異

なるのか」を明らかにすることができる。 
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図表  IV‐44 リサーチデザイン：創業支援事業者補助金（パターン 1） 

項⽬ 内容 

分析対象とする指標 

＜対応するアウトプット・アウトカム指標＞ 

事業者の支援先の平均開業率（%） 

支援実施から 5 年経過時の平均事業継続率

（%）

データ収集 

対象・ 

データ数 

処置群  補助金に採択された創業支援事業者 

対照群  非採択となった創業支援事業者 

データ 

ソース 

処置群  採択／非採択事業者によって報告される個票

データを基に算出された平均値 

補助金への申請書の内容とその得点、採択結果対照群 

効果分析方法 
採択事業者と非採択事業者とで RD デザイン

を利用した分析 

 

図表  IV‐45 リサーチデザイン：創業支援事業者補助金（パターン 2） 

項⽬ 内容 

分析対象とする指標 

＜対応するアウトプット・アウトカム指標＞ 

事業者の支援先の開業状況（ダミー変数） 

支援実施から 5年経過時の事業継続状況（ダミ

ー変数）

データ収集 

対象・ 

データ数 

処置群  補助金に採択された創業支援事業者の支援先 

対照群  非採択となった創業支援事業者の支援先 

データ 

ソース 

処置群  採択／非採択事業者によって報告される個票

データ 

補助金への申請書の内容とその得点、採択結果対照群 

効果分析方法 

事業者の支援先を観測対象として、補助金の採

択事業者に支援を受けたかどうか、受けた支援

メニュー、年齢、性別などを制御した上で、回

帰分析

 

 創業機運醸成事業者補助金 

 「イベントの実施が創業に対する関心に与える影響」や「創業機運醸成事業者が

開催するイベントのうち、どの類型の効果が高いのか」を回帰分析を通じて検証す

る。分析の際、観測単位は「創業機運醸成事業者の実施するイベントへの参加者」

とし、参加したイベントの類型、年齢、性別などを制御した上で、アウトカム指標

に回帰させる。アウトカム指標である「創業に対する関心の有無」は先述の通りア

ンケートやデータマッチングにより計測され、イベント参加後に創業に対する関心

を持つようになった場合は 1、それ以外では 0を取るダミー変数である。本分析によ
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り、「イベント参加者の創業に対する関心は、参加したイベントの類型や年齢層、性

別によってどの程度異なるのか」を明らかにすることができる。 

 

図表  IV‐46 リサーチデザイン：創業機運醸成事業者補助金 

項⽬ 内容 
分析対象とする指標 

＜対応するアウトプット・アウトカム指標＞ 
創業に対する関心の有無（ダミー変数） 

データ収集 

対象・ 

データ数 

処置群 
補助金の採択事業者が開催するイベントへの

参加者 

対照群  なし 

データ 

ソース 

処置群 

創業機運醸成事業者補助金において、イベント

実施者によって報告される個票データ 

創業支援事業者補助金において報告される個

票データ

対照群  なし 

効果分析方法 

イベントへの参加者を観測対象として、参加し

たイベントの類型、年齢、性別などを制御した

上で、回帰分析
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第 V 章 まとめ 

1. ロジックモデル点検結果からの課題と今後の方向性 

 本節では、EBPM 推進事業においてロジックモデルを点検するなかで見えてきた課題と

今後の方向性について整理していく。 

 

(1) 検討ツールとしてのロジックモデルの活用 

経済産業省では、各事業のロジックモデルを作成しているが、主に関係者間で事業内容

を共有するための表現ツールとして活用している。確かにロジックモデルによって、統一

の様式で、視覚的かつ体系的に整理することで、担当者以外にとっても理解しやすく、か

つ論点も明確になるという利点がある。 

しかしながら、第Ⅲ章「a) 政策立案過程でのロジックモデルの活用」で示した通り、ロ

ジックモデルは政策の検討ツールとしても有用である。今回のロジックモデルの点検にお

ける指摘事項についても、検討ツールとして活用していないことに起因すると考えられる

ものがいくつかあった。そこで経済産業省において表現ツールとしてのロジックモデルの

活用が一定程度普及しているなかで、今後は検討ツールとしての活用も促進していくこと

が考えられる。 

検討ツールとしての活用を想定した場合、現状のロジックモデルのフォーマットについ

て、「政策課題の分析（問題分析系図）」や「政策オプションの洗い出しや比較」といった

項目を追加する等、活用目的を踏まえて見直すことが重要である。またロジックモデルを

共有する時期についても、検討ツールとしても活用するのであれば、各種の検討が完了し

た段階で共有・点検してもあまり意味がないため、途中段階でも共有・点検することが必

要となる。 

 

(2) 施策単位でのロジックモデルの集約／政策課題の分析 

各事業が対象とする政策課題は、それぞれ独立するものではなく、複数事業で共通であ

ったり、相互に影響していたりすることが多い。そのため、個々の事業でそれぞれ検討す

るだけでなく、上位政策や関連事業との整合性等、施策等のまとまった単位で検討するこ

とも必要である。 

そのため、施策単位でもロジックモデルを作成したり、政策課題を分析し、その対応策

を検討したりすることが重要となる。しかしながら、さらに検討事項や作業を増やすこと

はあまり現実的ではなく、業務負荷との兼ね合いについても考慮しなければならない。 

ロジックモデルについては、施策単位で別途作成することは負荷が大き過ぎるため、施

策や政策単位で、既存の事業ごとのロジックモデルを集約し、上位政策や関連事業との整

合性を確認するということが考えられる。 

また政策課題については、政策や施策といった単位で精緻に分析し、構造的に把握する
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ことも有用であると考えられる。その上で、当該政策課題に対する個々の対応策について、

各事業で検討する。そうすることで、事業ごとにそれぞれ政策課題を分析する際の負荷を

軽減することができる。 

 

(3) 事業等の見直し時期におけるロジックモデルの作成 

これまで見てきたように、検討ツールとしてロジックモデルを活用する場合、政策手段

（インプット）からではなく、政策課題が解消された状態や目指すべき姿（アウトカム）

からロジックモデルを作成することが望ましい。 

しかしながら、他事業や部署との役割分担等といった様々な制約がある中で、こうした

考え方で、事業を立案し、ロジックモデルを作成することは実態としては困難である。そ

こで、事業や関連施策・政策を大幅に見直す時期においてのみ、ゼロ・ベースで、事業目

標から事業内容について検討し、ロジックモデルを作成するといったことが考えられる。

なおそれ以外の年度においては、これまで通りの考え方でロジックモデルを作成する。こ

のようにメリハリをつけてロジックモデルの作成方法を切り替えるということが一つの有

効な方策として想定される。 
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2. EBPM 推進事業からの課題と今後の方向性 

本節では、EBPM 推進事業においてリサーチデザインを作成するなかで見えてきた課題

と今後の方向性について整理していく。 

 

(1) データ 

効果検証を行うためにはそのためのデータが必要となるが以下のような課題が明らかに

なった。 

 

① 行政データの利用可能性 

第一が公募段階等で収集したデータの効果検証への利用可能性である。例えば公募型の

支援施策の場合、公募段階で企業名、住所、財務情報などさまざまな情報を収集している

ことが多い。しかしながら、公募要領等ではそれらのデータを効果検証に利用する可能性

があることを明記していないケースがほとんどであるため、効果検証に利用できるかどう

かが定かではない場合も多かった。また、補助金交付等の業務全体を外部委託している場

合、申請企業リスト等のデータは外部機関が保有している形になり、そのデータを経済産

業省が受領できるのか、受領後にさらに研究機関等に対して効果検証のためにデータを提

供可能なのかどうかは明示的に示されていない。 

こうした行政データをより円滑に利用可能とする観点からは、個社レベルの情報が対外

的に公表されないことは担保した上で、効果検証のためにデータを利用する可能性がある

ことや外部提供を行う可能性があることを公募要領に明記するなどといった工夫が望まれ

る。 

 

② 既存データとのマッチング可能性 

第二が施策対象者（企業）の情報を、公的統計等にマッチングする作業の負荷・効率性

である。効果検証を行うためには、施策対象者（企業）の情報を、公的統計や民間企業財

務データとマッチングさせる必要がある。マッチングの際には、企業名や住所といったテ

キスト情報を用いざるを得ないが、手間がかかるとともに、十分にマッチングできないケ

ースも多い。そのため、施策対象者の法人番号や唯一性の高い電話番号を事業実施前の段

階から収集しておくこと等によって、効率的にマッチングを行うことが可能となる。 

 

③ フォローアップ調査の実施 

第三がフォローアップ調査の難しさである。効果検証を行うためには、施策対象者（企

業）と非対象者（企業）の双方のデータがあることが望ましい。一般に施策対象者につい

ては、フォローアップ調査を行うことは容易だが、非採択となったような施策非対象につ

いては難しい。この点については、例えば、支援策への募集段階において、支援対象にな

らなかった場合も含め、フォローアップ調査への協力に同意を得ておくなどといった対応
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も考えられる。 

 

④ 利用可能なデータの整理 

a) 課題 

第四が利用可能なデータの整理である。効果検証に利用可能な統計データ・民間データ

はさまざまなものがあるが、どういった状況でどのようなデータが利用可能なのか、また

それぞれのデータの強み・弱みが整理されておらず、リサーチデザインを作成するたびに

適切なデータを選択していく必要がある。しかしながら、利用可能なデータが整理されて

いれば、適切なデータを効率的に検討していくことが可能となる。 

 

b) 利用可能なデータの強みと弱み 

効果検証に利用可能な代表的なデータと、それぞれの強み・弱みを示したものが図表  V‐1

である。工業統計、経済産業省企業活動基本調査、商業統計、経済センサス、公示地価・

基準地価は公的統計であるが、これらの統計については追加的な収集コストは不要である

ため、効果検証に利用可能なのであれば検討すべき選択肢となる。特に製造業の場合、工

業統計は中小企業を含めた網羅性が高くかつ毎年把握可能であるため、利用可能性を検討

すべきデータであると言える。一方、経済産業省企業活動基本調査の場合、従業員 50人以

上かつ資本金 3,000 万円以上の企業のみが対象であるため中小企業の網羅性は低いものの、

研究開発額や海外展開状況など幅広い項目をパネルデータとして把握可能であるため、政

策対象企業がカバーされている場合は、利用価値の高い統計データであると言える。 

中小企業の非製造業が政策の対象である場合は、毎年入手可能な公的統計はなく、信用

調査会社等が整備している民間企業の財務データを利用することが考えられる。これらの

データは網羅性が高く、毎年のパネルデータとしては把握できる点が強みである。一方で、

把握する企業数・項目数・年次数に比例して必要となる費用が増加していく点が弱みとな

る。 

効果検証の対象が地域政策である場合、個別企業の売上や生産性等を捉えても、政策効

果の検証にはならない。そうした場合、地域への政策の波及効果を検証していくことが必

要だが、その際に利用可能な統計が地価や携帯電話の位置情報データである。 

また担当課等が把握している行政データも効果検証に利用可能な場合がある。例えば、

省エネ法に基づく定期報告では、各事業所のエネルギー消費の効率性が把握できるため、

省エネ政策の効果検証に利用することが可能となる。一方で、効果検証のために収集され

ているデータではないため、データの整備状況はまちまちであり、データの整理等に手間

がかかってしまうケースも多い。 

既存の公的統計や民間統計が利用不可能な場合は、アンケート調査によって政策対象

者・非対象者のアウトカム指標等を把握していかざるを得ない。アンケート調査の弱点は、

実施のために時間・費用を要することと回収率が低くなりやすいことだが、政策目的にあ
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わせて調査項目を柔軟に設計することも可能であるため、既存統計では把握が難しいアウ

トカム指標等も捉えることができる。この際、統計法による統計調査に当たるのか否かの

確認及び必要に応じて同法に基づく手続きの履行が求められる点に留意が必要である。 

 

図表  V‐1 利用可能なデータの強みと弱み 

データ 強み 弱み 

⼯業統計 

 製造業に属する全国のの事業所のデータを毎年

把握することが出来る。 

 製造業データに限られるが、事業所単位のデー

タを企業単位に集計することも可能であり、製

造業に限定されるものの中小企業を対象とした

分析も可能。 

 基本的な財務項目等が中心になるため、施策目

的に沿ったアウトカム指標が把握できない場合

がある。 

経済産業
省企業 
活動 

基本調査 

 企業単位でパネルデータ化することが可能なた

め、長期的な把握が可能。 

 研究開発額、特許件数、海外展開状況など、幅

広い項目を把握可能。 

 経済産業省所管業種のみが対象であり、調査対

象業種が狭い。 

 従業者 50人以上かつ資本金 3,000万円以上の企

業のみが対象であるため、中小企業の網羅性が

低い。 

商業統計 
 卸売業・小売業に属する全国の事業所のデータ

を把握できる。 

 ２～３年に一度の実施であり、毎年のデータは

把握できない。 

経済 
センサス 

 国内のすべての事業所・企業が調査対象であり、

中小企業を含めた網羅性が高い。 

 財務情報も把握可能。 

 調査周期が長いため、毎年のデータを把握する

ことが不可能。 

⺠間企業 
財務 
データ 

 信用調査会社等が整備しているデータであり、

信頼性が高く、項目数が豊富。 

 中小企業の網羅性も高い。 

 データの取得項目・年次が多くなればなるほど

必要となる費用が増えていく。 

地価（公
⽰地価・
基準地価

等） 

 地域別の地価の状況を毎年把握することができ

る。地域政策やインフラ政策の効果は地価に帰

着することが理論的に示されるため、そうした

政策の効果検証に用いることができる。 

 地価をアウトカムとして政策効果を検証できる

ケースは限られる。 

携帯電話 
位置情報 

 携帯電話会社が提供している位置情報。 

 高頻度かつ詳細なメッシュで、時間帯別の人数

を把握することができる。 

 地域政策等の効果検証に利用することができ

る。 

 利用に費用を要する。 

 時間帯別・メッシュ別の人口がアウトカムとな

るような政策は限られる。 

⾏政 
データ 

 行政実務上収集されているデータであるため、

政策目的に沿ったアウトカム指標を把握してい

るケースが多い。 

 他のデータと組み合わせることで詳細な分析が

可能な場合がある。 

 データの整備状況がまちまちであり、利用可能

性も整備状況に依存する。 

 データの整理に手間がかかる場合が多い。 

アンケート
調査 

 政策目的にあわせて、調査項目を柔軟に設計す

ることができるため、既存統計で把握が難しい

アウトカム指標を捉えることができる。 

 実査に時間・費用を要する。 

 過去のデータを取得することは難しい。 

 回収率が低くなりやすい。 
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(2) エビデンス創出に取り組むかどうかの判断基準の策定 

本調査研究では、EBPM推進事業を選定し、各事業のリサーチデザインを作成した。EBPM

推進事業の選定には、事業の対象者数、非対象者データの把握可能性、アウトカム・イン

パクト指標の測定可能性、部局バランス、行政事業レビュー公開プロセスでの指摘の有無、

予算規模を考慮した。効果検証を行うためには、時間やデータ取得のための費用を要する

ため、やみくもに効果検証を行うことは「効果検証の費用対効果」を悪化させることにな

ってしまう。 

図表  V‐2 は効果検証を行うかどうかの判断基準の例を示したものである。こうした例を

参考にしながら、どういった場合に効果検証を行うのかの判断基準を決めていく必要があ

る。 

 

図表  V‐2 効果検証を行うかどうかの判断基準の例 

判断基準 内容 

事業の対象者数  対象者が多い事業ほど、統計的な効果検証になじむ。 

⾮対象者データの 
把握可能性 

 施策の非対象者のデータが把握可能であれば、効果検証の可能性が高まる。 

アウトカム・インパクト指標
の 

測定可能性 

 政策目標の達成度合いが測定可能な指標で把握できる場合、効果検証は容易になる。

 一方で、政策効果がスピルオーバーしてしまう場合や、政策目標が定性的な指標で把

握される場合等は、効果の測定が難しくなる。 

エビデンスを⽰すことの 
重要性 

 省としての重要施策や、行政事業レビューで効果検証の必要性が指摘されている場

合、世論の関心が高い施策等は、エビデンスを示すことの重要性が高い。 

データ取得のコスト 

 既存のデータを用いることで効果検証が可能なのであれば、データ取得のコストは低

くなり、効果検証に取り組むハードルが低くなる。 

 一方で、効果検証のために独自に調査を実施する必要がある場合は、効果検証のハー

ドルが高くなる。 

施策プロセスへの 
介⼊可能性 

 例えば、施策対象者をランダムに選定できる場合、ランダム化比較試験の適用によっ

て信頼性の高いエビデンスを得ることが可能であるため、エビデンスを創出する意義

が大きい。 

 

(3) 効果分析のためのひな形の作成 

施策効果分析のためのリサーチデザインを効率的に作成するためには、基本的なひな形

を作成しておくことが効果的だと考えられる。 

 

① PICODA による整理 

効果分析を行うにあたっては、エビデンスに基づく医療（EBM）においてクエスチョン

を定式化する際に用いられる「PICO」という枠組みをベースに、効果分析に必要となる基
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本的な要素を整理することが有効である。PICO とは、Population、 Intervension、

Comparison、Outcomeの略語であり、誰に対して、どういった事業を行い、どんな状況・

誰と比較して、何に対する効果を明らかにするのかを整理する枠組みである。効果検証に

あたっては、Data Collection（どういったデータを用いて）と Analytical Method（どうい

った手法で分析するか）を加えた「PICODA」の枠組みで考えることが有用である。 

中小企業に対する研究開発支援策を具体例として、PICODA の各項目を例示したのが図

表  V‐3である。この例では、Population＝中小企業、Intervention＝研究開発支援、Comarison

＝支援しなかった企業、Outcome＝研究開発投資額、Data Collection＝経済産業省企業活動

基本調査、Analytical Method＝RD（回帰不連続）デザイン、という整理となっている。 

効果分析にあたっては、はじめに PICODAの枠組みに沿って、どのような政策をどのよ

うに検証したいかを整理することが必要となる。なお、Data CollectionとAnalytical Method

を検討する際には利用可能なデータや分析手法に対する知見が求められるので、外部の研

究者等と連携することも重要である。 

 

図表  V‐3 効果分析に必要となる基本的な要素：PICODA 

項⽬ 具体例 
Population  誰に対して  中小企業に対して 

Intervension  どんな事業を行い  研究開発支援を行い 

Comparison  どんな状況・誰と比較して  支援しなかった企業と比較して 

Outcome  何に対する効果を  研究開発投資額に対する効果を 

Data Collection  どういったデータを用いて  経済産業省企業活動基本調査を用いて

Analytical Method どういった手法で分析するか RDデザインによって分析する 

 

② 分析手法の選択 

分析手法の選択にあたっては、サンプルサイズ、支援対象者の選定方法、データの利用

可能性を踏まえて分析手法を選択していくことが必要である。分析手法の選択基準の例と、

各分析手法の概要を整理したものが、図表  V‐4と図表  V‐5である。 

分析手法の選択にあたっては、はじめに政策対象者だけではなく対象者についてもデー

タを把握できるかどうかを確認する必要がある。PICODA の枠組みで示している通り、効

果分析を行うためには比較対照（Comparison）が必要となる。政策対象者と非対象者を比

較することによって効果分析が可能となるが、非対象者のデータが入手不可能な場合、政

策対象者について、政策を受ける前と後のアウトカムを比較することによって、効果を検

証することになるため、前後比較分析を行わざるを得ない。 

対象者・非対象者双方のデータが入手できたとしても、政策対象者数が少ない場合は、

一般的な統計手法を効果検証に適用することは難しい。そうした場合に近年用いられるよ

うになってきているのが合成コントロール法である。合成コントロール法を活用すると、
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政策対象者数が 1企業・1地域・1個人などのケースでも効果を検証することが可能である。 

政策対象者・非対象者数がある程度存在する場合、政策対象者と非対象者をランダムに

振り分けることが出来れば、ランダム化比較試験を用いた効果検証が可能となる。ランダ

ム化比較試験は、もっとも精緻な効果検証手法の一つである。一方、政策対象者・非対象

者をランダムに振り分けることが難しいケースであっても、政策対象となるかどうかが少

数の客観的な基準で決定される場合は、RD（回帰不連続）デザインの適用が可能となる。

なお「少数の客観的な基準」とは図表  IV‐2で示したような、補助金申請書の審査における

得点などが該当する。また少数の基準でなくても、企業規模や生産性といった観察可能な

要因で決定される場合はマッチングを用いることが可能となり、適切な操作変数がある場

合は操作変数法を用いることができる。 

政策対象となるかどうかの決定要因が明確ではない場合で、政策実施前のデータを入手

可能な場合は、パネルデータを用いた差の差推定・固定効果推定を行うことができる。な

お、差の差推定については、上述のマッチングと組み合わせた分析が用いられることも多

い。一方、政策実施後のデータしかない場合は、単純な回帰分析を用いた効果の検証か、

政策対象者と非対象者の単純比較による効果検証を行わざるを得ない。 

以上は定量的な統計分析な可能な場合の分析手法の選択手順だが、そもそも定量的な分

析が難しい政策分野もある。例えば図表  II‐2 で米国教育省によるエビデンスのレベルと要

件を示したが、ロジックモデルもレベルは低いもののエビデンスとみなされている。また

企業や有識者等へのヒアリングやインタビュー調査等から得られた定性的な情報も、エビ

デンスのひとつとして活用することが可能である。定量的な分析が難しい場合であっても、

定性的なエビデンスを得ながら、政策的な意思決定に活用していくことが重要である。 

 

図表  V‐4 分析手法の選択基準の例 

 

（出所）小林（2019） 

 

政策対象者と⾮対象者をランダムに振り分けられるか︖

政策を受けるかどうかの決定要因が分かるか︖

政策対象者だけでなく、⾮対象者についてもデータを把握可能か︖

①ランダム化⽐較試験

③マッチング②回帰不連続デザイン

⑧前後⽐較yes no

yes no

政策対象者数は⼗分多いか︖
yes no

⑥合成コントロール法

少数の客観的基準で
決定される

no

政策実施前のデータを
⼊⼿可能か︖

yes no

観察可能な要因で
決定される

④操作変数法

適切な操作
変数がある

⑦回帰分析・単純⽐較⑤差の差推定・固定効果推定
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図表  V‐5 分析手法の整理 

 

（出所）小林（2019）を参考に作成。 

 

   

⼿法 分析⽅法 強み 弱み

①ランダム化
⽐較試験

政策の対象者と⾮対象者をランダムに振
り分けて効果を測定する。

政策の効果を正確に測定することが可
能となる。

政策実務上、政策の対象者をランダム
に振り分けることは難しいことが多い。

②回帰
不連続
デザイン

政策を受けるかどうかが、ある１つの基準
（例えば補助⾦申請書から算出される得点）
で決定される場合、閾値（補助⾦を受けら
れるかどうかの境⽬）の前後の個⼈等を⽐
較することで効果を測定する。

閾値（政策を受けられるかどうかの境⽬）
の前後においては、政策の効果をかなり
正確に測定することができる。
政策実務を変更しなくても実施できる
可能性がある。

閾値から離れた個⼈等については、政
策の効果が分からない。

③マッチング
政策の対象者と⾮対象者のなかから、特
性の似通った個⼈をマッチングして、効果
を測定する⽅法。

政策対象者と⾮対象者の潜在アウトカ
ムが、利⽤可能な変数で説明できる場
合、効果をかなり正確に測定することが
出来る。
政策実務を変更せずに実施できる。

利⽤可能な変数以外によって潜在アウ
トカムが説明される場合、効果を正確に
測定することができない。

④操作
変数法

アウトカム指標には直接的に影響はしな
いが、政策には影響を与えるような変数
（操作変数）を⽤いることで、効果を測
定する。

政策実務を変更せずに実施できる。
適切な操作変数をみつけることができ
れば、効果を正確に測定することができ
る。

適切な操作変数をみつけることは容易
ではない。

⑤差の差
推定・固定効

果推定

政策対象者および⾮対象者のそれぞれ
について、政策実施前後のデータを⽤いる
ことで、トレンド要因を取り除いたうえで効
果測定できる。

トレンド要因を取り除くことができるため、
前後⽐較よりも厳密な分析が可能とな
る。
他の⼿法と組み合わせることも可能。

「平⾏トレンド」等の仮定が満たされて
いる必要がある。
政策実施前後の両⽅のデータが必要と
なる。

⑥合成
コントロール

法

政策⾮対象者のデータを合成することに
よって、政策対象者が政策を受けなかった
場合の仮想的な状況を推計し、政策の
効果を測定する⽅法。

1⼈・1社しか政策対象者がいなかった
としても分析ができる。
政策実務を変更せずに実施できる。
1⼈・1社ごとの処置効果を推定できる。

政策実施前後の⻑期的な時系列デー
タが必要となる。

⑦回帰分析・
単純⽐較

政策実施後のみのデータを⽤いて、政策
の効果を測定する⽅法。

簡便な⽅法であり、データさえあれば分
析ができる。
データがあれば、前述の「第３の要因」
にも対応し得る。

因果関係が逆⽅向である場合にはうま
く対処できない。

⑧前後⽐較
政策の対象者の、政策実施前後のアウ
トカムを⽐較することで政策の効果を測
定する⽅法。

政策対象者だけのデータで簡便に算出
可能。

分析の仮定が厳しく、効果をきちんと測
定できるケースが少ない。
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第 VI 章 おわりに：EBPM 推進のための提言 

前章では、ロジックモデル点検および EBPM 推進事業におけるリサーチデザイン作成の

なかから見えてきた課題と今後の方向性について整理してきたが、本章では横串的もしく

はインフラ的な要素についてとりまとめ、経済産業省がさらに EBPM を推進するための方

策を提言する。 

 

1. 政策立案プロセス全体における EBPM の位置づけの明確化 

EBPM を推進するためには、EBPM を通常の政策立案プロセスと切り離して考えるので

はなく、政策立案プロセスのなかに EBPM的要素をビルトインしていくことが必要である。

EBPM 型政策立案プロセス例示したものが下図である。従来型の政策立案プロセスであっ

たとしても、①社会課題の特定、②改善すべきアウトカムの設定、③政策手段の検討、④

政策の実行・モニタリング、⑤評価という大きな流れは同じである。しかしながら EBPM

型政策立案プロセスでは、政策手段の検討のところでエビデンスを参照するとともに、エ

ビデンスがない場合はそれをつくるかどうか意思決定するプロセスが追加されることにな

る。エビデンスを参照することにより、より信頼度の高い政策手段を選択することが可能

になる。またエビデンスがない場合であっても、エビデンスを作成するプロセスを設ける

ことによって、より質の高いエビデンスを政策実行後に得ることが可能となるため、それ

を用いて政策の改善・見直しにつなげていくことが可能となるのである。 

この図はあくまでも EBPM 型政策立案プロセスの一例を示したものだが、経済産業省の

政策立案プロセスのなかで、EBPM 的要素を自然な形でビルトインしていくことが必要で

ある。 
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図表  VI‐1 EBPM型政策立案プロセスの例 

 

（出所）青柳・小林（2019）「EBPMの思考法－やってみようランダム化比較試験 第１回

EBPMの思考法の「きほんのき」」『経済セミナー』2019年 4・5月号 日本評論社 

 

2. エビデンスを参照・創出するための外部有識者・外部機関との連携強化 

エビデンスを効果的に参照・創出するためには、政策分野への知見と、効果検証手法へ

の知見の双方が必要となる。効果検証には、しばしば統計的分析手法を用いることになる

ため、専門家との連携を進めることによって、エビデンスを効率的に創出していくことが

可能となる。そのため外部研究機関（経済産業研究所、アジア経済研究所、大学、シンク

タンク等）と日ごろから連携していくことによって、エビデンスの創出力を高めていくこ

とが重要となる。 

また、既存のエビデンスが分かりやすい形で整理されていることは、エビデンスの参照

をする上で重要な要件となる。例えば英国のWhat Works Centreは既存のエビデンスをデ

ータベース化し、だれでも参照しやすい形に整理した上で提供している。またエビデンス

の探し方や作り方を相談できる「EBPM コンシェルジュ」の設置なども検討に値すると考

えられる。 

 

社会課題を特定する
1

3

政策の実⾏・モニタリング

政策評価の実施・改善策の検討

エビデンスがあり、質および妥当性が⾼い エビデンスがない、または質ないし妥当性が低い

リスクが低い、
効果検証不能

リスクが⾼い、
RCT可能

リスクが中程度、
準実験可能

政策の
改善・
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実
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ロジックモデルを作成する
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政策⼿段の効果に関するエビデンスを収集・吟味する
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b c

d

a

a

b

b
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3. エビデンス創出に取り組むことへのインセンティブ設計 

効果検証の結果、「効果がない」という結論が得られた場合に予算削減と直結してしまう

と、担当課としては効果検証に取り組むインセンティブが欠如してしまう。「効果がない」

という結論は、あくまでも「政策手段が目標達成に寄与していないことが分かった」とい

うだけであり、解決すべき社会課題やアウトカム指標が間違っていたことを意味するわけ

ではなく、当該政策手段が効果的でなかったのであれば、改善して別の手段を試みればよ

いだけである。また効果がないことが示されることは、将来的に歳出の効果的な支出に寄

与するものでもある。そのため、効果検証結果と予算削減を直結させすぎない工夫が必要

となる。 

また海外では「階層化補助金」という仕組みを導入することによって、エビデンスのあ

る事業には手厚く予算配分することや、エビデンス創出に取り組む事業にも予算を配分す

る仕組みが導入されている。日本でもそうしたインセンティブづくりを検討する必要があ

る。 

 

4. データ基盤の整備 

効果検証方法は、「前向き（Prospective）アプローチ」と「後ろ向き（Retrospective）ア

プローチ」に大別できる。前向きアプローチとは、政策を実施する前の段階において、施

策対象者をランダムに選定する等の準備を行った上で、政策実施後にエビデンスを得る方

法である。前向きアプローチの強みは質の高いエビデンスが得られることだが、一方で弱

みとしては、事前に効果検証する事業を選定しておく必要があることと、エビデンスが得

られるのが政策実施後になるため、結果が得られるまでに時間を要することを指摘できる。

一方、後ろ向きアプローチとは、すでに実施した政策の効果を利用可能なデータを用いて

事後的に検証する方法である。後ろ向きアプローチでは一般に質の高いエビデンスを得る

ことが難しい点が弱みとなるが、データさえ入手できれば比較的早く効果検証できること

が強みとなる。 

エビデンス創出を進めるためには、できるだけ多くの「前向きな」効果検証を進めてい

くことが望ましいが、将来的にどういった政策分野の重要性が高まるか予測不能な場合、

後ろ向きアプローチでも可能な限り質の高いエビデンスを得られるような基盤整備をする

ことも重要となる。例えば、政策の事前・事後でデータを収集しておくことや、政策の非

対称者のデータも取得しておくこと等によって、後ろ向きアプローチであっても効果検証

の質を高めることが可能となる。 

 

5. 人材育成 

EBPM を真の意味で実装するためには、政策立案を担う職員の人材育成が欠かせない。

全職員レベルでは、エビデンスリテラシーを高めていくことが必要となる。具体的には、

エビデンスや EBPM の概念理解、エビデンス参照方法、EBPM 型政策立案プロセスのあり



102 

 

方等を理解していく必要がある。また分析を担う職員については、効果検証のための基本

的なプロセスや方法に対する理解を深める必要がある。 
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