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１．はじめに 

2021 年９月１日にデジタル庁が発足し

た。「デジタル庁時代」の到来である。平井

卓也デジタル大臣のメッセージでは、次の

３つの柱が示された。 第１の柱は「行政の

デジタル化」で、システムの統一・標準化

などの推進、第２の柱は「医療・教育・防

災をはじめ、産業社会全体にわたるデジタ

ル化」、第３の柱は「誰もが恩恵を享受でき

るデジタル化」である。 

デジタル庁時代は、同時に、ビッグデー

タの時代、DX（デジタルトランスフォーメ

ーション）の時代でもある。時代が求めて

いるのは、デジタル化されたビッグデータ

を活用して、従来にない「新しい価値」を

生み出すことだろう。その１つに、行政に

おける EBPM（Evidence Based Policy Making，

根拠に基づく政策形成）がある。 

我々が取り組む日本老年学的評価研究

(Japan Gerontological Evaluation Study ，

JAGES)１は、1999 年に２市町で初めての調

査をして以来、20 年以上にわたって延 75

万人の高齢者データを蓄積し、それを学術

研究のみならず、市町村や厚生労働省など

の政策づくりと政策評価、つまり EBPM に

も活用してきた２-４。それは、研究者主導の

科学的知見の活用（Knowledge translation）

で、行政も住民・国民も「誰もが恩恵を享

受できる」取り組みとして、海外にも例が

（少）ないと、世界保健機関（WHO）から

そのプロセスを紹介するモノグラフが出

版されている５。 

JAGES は、保健・医療・介護分野から始

まったが、その取り組み方法は、教育・ス

ポーツ・防災をはじめ広い分野においても

応用可能である。実際、国立教育政策研究

所や経済産業省、内閣府などからヒヤリン

グを受け、スポーツ庁の「スポーツ実施率

向上のための行動計画」の中で紹介され、

国立防災科学技術研究所との共同研究や、

成果連動型民間委託契約方式（PFS：Pay For 

Success）の第三者評価にも活用が始まって

いる。 

このようにデータを広く活用し、新たな

価値を引き出すには、単なる調査方法の工

夫を超える EBPMのための仕組みのデザイ

ンが必要である。小論では、デジタル庁・

ビックデータ・DX の時代に求められる

EBPM のデザインについて考えたい。 

 

２．JAGES の特徴 

 JAGES は、1999 年に愛知県下の２市町で

始まった AGES（Aichi Gerontological Evalu-

ation Study，愛知老年学的評価研究）プロ

ジェクトが母体である。2010 年からは対象

を全国の市町村に広げて JAGES となった。

３-４年に一度、７回の調査を繰り返し、

2019 年度には 64 市町村が参加し、25 万人

の高齢者が回答した(図１)。   
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図１ 2019 年度 JAGES くらしの調査 全体像 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

小論の目的に沿い、その特徴を、他分野

でも活用しうる視点からまとめると、表１

のようになる。 

 

（１）多市町村との共同研究 

 介護保険者（市町村・広域連合）の担当

者との共同研究会を、毎年行っている。そ

の中では、市町村における課題が共有され

調査設計に反映される。調査後には、記述 

統計や研究者の関心に基づく分析の中間 

表１ JAGES の特徴 

 

 

 

 

 

 

 

報告などが行われる。後述する「見える化」

システムの結果を読み解くワークショッ

プも行われる。その中でローカルノリッジ

に基づく結果の解釈や疑義が出され、追加

分析の要望・課題などが出される。その後

の研究会では、追加分析の結果や学術研究

のエビデンスも共有される。 

 

（２）国が調査実施の手引きを提示 

 JAGES の取り組みが持続可能になった

のは、厚生労働省が介護予防・日常生活圏

域ニーズ調査（以下ニーズ調査）の実施の

手引き６を出したからである。その中では、

必須項目とオプション項目からなる調査

票のひな形も示されている。必須項目は全

ての市町村が調査票に入れることで、１市

町村当たり仮に 3,000 票でも、50 市町村の

データを結合すれば 15 万人規模のビッグ

データ構築と市町村間比較が可能となる。 

表1 JAGESの特徴

1. 多市町村との共同研究

2. 国が調査実施の手引き・調査票の必
須項目を提示

3. 国の「見える化」システムで結果公開

4. 繰り返し横断＆縦断研究

5. 多数の機関の研究者が参加し分析

6. 財源は，市町村の予算+研究費
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一方で、オプション項目は選択や改変が

認められているので、そこに市町村の関心

に基づく独自調査項目や研究者の関心・仮

説に基づく質問を入れる余地ができてい

る。手引きには、サンプリングは地域代表

性を得るために全数（悉皆）か無作為（ラ

ンダム）にサンプリングすべきことや個人

の追跡が可能になる識別情報を個人情報

を保護しながら付与すべきことが明示さ

れている。それに従っている市町村では縦

断研究が可能となる。この手引き・調査票

には、検討会などを通じて JAGES のエビデ

ンスや経験に基づく意見が一部反映され

ている。 

 

（３）国の「見える化」システムで結果公開 

 厚生労働省の地域包括ケア「見える化」

システムの本格稼働が 2015 年から始まっ

た。そのプロトタイプは、JAGES が試作し

た「見える化」システムであった７。2020 年

からデータを提出した市町村については

ニーズ調査の結果も公開されることとな

った。これらによって市町村には、その活

用や研究者に分析支援を求めるという動

機が生まれた。 

 

（４）繰り返し横断＆縦断研究 

EBPM には、個人を追跡した縦断データ

の分析が不可欠である。一時点の横断デー

タだけでは、要因 A と要因 B が因果関係な

のか、逆の因果関係なのかが不明である。

追跡して時間的な前後関係を明らかにし

なければ、因果が不明で、政策でどのよう

な要因に働きかけて、どのような要因の変

化を期待できるのかわからない。 

また政策効果の評価は、一時点のデータ

だけではできない。今までの行政評価では、

参加群を対象とした一時点の事後アンケ

ートだけでなされることが多かった。しか

し、政策評価には、介入前後の変化を捉え

ることが必要である。市町村や小地域レベ

ルの変化を捉えるには、地域レベルの縦断

（繰り返し横断）調査が必要であり、個人

に現れる効果を検証するには、個人を追跡

する縦断データが必要である。 

さらに比較対照群がなければ、介入群で

見られた変化が、たまたまなのか、新型コ

ロナ感染症の流行などの影響なのか、それ

とも政策介入によって起きたものなのか

が判断できない。ニーズ調査は、政策介入

をしていない市民も含む、地域代表サンプ

ルを対象に、３年に一度調査を繰り返して

いる。そのため、介入前と後のデータも、

比較対照群のデータも入手可能となる。加

えて、多くの市町村で同時期に同じ調査票

を用いて調査することで、A 市が力を入れ

た政策の比較対照群として、B 市や C 市の

データを用いることができる。 

 

（５）多数の機関の研究者が参加し分析 

 見かけ上の関連の影響を差し引いて政

策の効果評価をすることは、大学院での博

士学位取得に匹敵する高いレベルの専門

的な学識や統計学の知識や分析手法を身

につけていなければ困難である。しかし、

行政データは、個人情報保護のため個人を

追跡したデータを利用できない、仮説検証

に必要な重要な情報が結合されていない

など、分析上の制約が大きい。そのため、

分析結果は、学術研究としては評価されず、

論文での発表に耐えないことも多い。だか

ら、研究者からみると、入手可能な行政デ

ータは、さほど魅力的なものではない。 

ところが、繰り返し横断や縦断研究が可

能で、しかも数万人規模の大規模データで、

仮説検証に必要な設問も入れられるとな
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ると、状況は一変する。JAGES では、研究

計画書を提出するなど最低限の条件を満

たした研究者なら、データの二次利用がで

きる仕組みを作ってきた。その結果、多分

野の 60〜80 人を超える研究者や研究に関

心を持つ実践家などが毎月の研究会に参

加し、多くの研究に取り組んできた。2018-

20 年の３年間だけで、英語論文が 125 編、

和文論文が 70 編発表されている。2018-19

年の２年間の筆頭著者の所属機関は 51 機

関に上るなど、多くの大学・研究機関の研

究者が参加して多面的な分析をしている。

その中には、純粋に学術的な関心に基づく

研究もあるが、EBPM に直結する研究も少

なくない。 

 

（６）財源は、市町村の予算+研究費 

2019-20 年度には、66 市町村が参加し、

38.5 万人に調査票を送付した。印刷費・発

送実務の経費や送料、督促経費などで１票

当たり 400 円として１億 5400万円かかる。

回収できた 26.5 万票の開封整理作業や入

力費などで 200 円として 5300万円となり、

これらの総計で２億円を越える。３年に一

度のこれらの調査費用に加えて、調査を企

画管理する研究員の人件費を研究費だけ

で確保することは不可能だろう。JAGES が

繰り返し調査をできたのは、市町村が行う

調査を受託したからである。つまり調査費

用の一部を市町村が負担している。しかし、

上記の費用は調査実施とデータ収集だけ

である。市町村が期待する EBPM に資する

集計分析をする研究に係わる人件費や「見

える化」システムなどの開発費用も必要で

ある。その分を数十人の研究者が、競争的

な公的研究費を獲得して捻出している。 

 

（７）JAGES の科学的知見の活用の７つの 

動因 

WHO から出版したモノグラフでは、

JAGES の「科学的知見の活用（Knowledge 

translation）」の動因（driving factors）を７

つにまとめた（図２）。 

 

図２ 世界保健機関（WHO）作成「科学的知見の活用」の動因 
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ここまでに触れていない要因には、市町

村（保険者）と研究者以外に地域住民や

NPO・企業まで多様なセクターが係わった

産官学民が連携した活動（Multisectoral 

action）となっていること、市町村や住民・

NPO などと共にまちづくり「コミュニティ

基 盤 型 参 加 研 究 、 Community-based 

participatory research，CBPR）に取り組んで

きたこと、毎月プレス発表を行うなど多様

なメディアを通じた社会還元（Advocacy via 

multiple channels）にも力を入れてきたこと

がある。それ以外は既に述べた Win-Win の

関係づくり、大規模データを活用した学際

的なチームによるエビデンスづくり

(Knowledge creation)、「見える化」システム

(JAGES- HEART [Health Equity Assessment 

and Response Tool]）の開発を含む市町村の

政 策 マ ネ ジ メ ン ト 支 援 （ Management 

support）、戦略的な財源確保（Strategic 

fundraising）である。 

 

３．多分野への応用可能性 

 ここまで紹介してきた JAGES のいくつ

もの特徴は、それぞれが独立してあるので

はなく、それらが相互に連関し相互を必要

とするシステムになっている。EBPM に必

要な縦断データを含む大規模データがで

きたから研究者が集まり、それによってエ

ビデンスが蓄積され、省庁や社会に還元さ

れる。研究者の中には市町村支援や CBPR

に熱心な者もいて、EBPM やまちづくりに

有用と評価した市町村が調査費用を負担

して継続参加し、それに新規自治体が加わ

ったことで、規模の拡大が可能となった。 

このような「EBPM のためのシステム」

は、介護予防に固有のものかと言えば、ま

ったくそうではない。既に紹介したように、

スポーツ庁の「スポーツ実施率向上のため

の行動計画」や、国立防災科学技術研究所、

成果連動型民間委託契約方式（PFS：Pay For 

Success）での利用や共同研究が始まってい

ることからもそれがわかる。 

 スポーツ振興を図りたいスポーツ庁や

市町村は、高齢者の何％が定期的にスポー

ツをしているのかがモニタリングできる

（図３）。４倍もの市町村間や小地域間格

差が「見える化」されたことで隠れた Good 

Practice を掘り起こしができる。関連要因

や支援策の手がかりを得て、支援の普及策

を打った後で、その効果を検証する EBPM

ができることにスポーツ庁は関心を示し

た。防災でも、災害への対応が遅れている

重点支援対象地域を明らかにし、まちづく

りをエビデンスに基づき進めることは、防

災関係者にとっても課題である。PFS には、

効果がある介入方法と第三者評価が不可

欠で、EBPM が基盤である。 

 その他にも、市町村や都道府県が事業計

画を策定しており、それに向けた調査を実

施している分野であれば応用可能である。

例えば、介護保険に近いところだけでも、

健康・医療政策である「健康日本 21」や「健

やか親子」「データヘルス」など、地域福祉

計画や自殺対策計画、貧困児童対策、スポ

ーツ振興、防災、まちづくり、教育など、

優にふた桁はある。  

図３ スポーツの会参加率高いのは？ 
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４．EBPM のためのシステムのメリット 

このような EBPM のためのシステムは、

冒頭で紹介したデジタル庁の３つの柱で

ある「行政のデジタル化」で、「医療・教育・

防災をはじめ、産業社会全体にわたるデジ

タル化」、「誰もが恩恵を享受できるデジタ

ル化」を満たす。まさにデジタル庁時代に

相応しいものである。異なる立場から見て

も、それぞれに多くのメリットがある Win-

Win のシステムである。 

 

（１）市町村にとってのメリット 

まず、市町村にとっては、多市町村と比

べた、我がまちの長所と課題が見えるよう

になる。市町村が単独で調査をして、ある

指標が 20％だとわかっても、それが高いの

か低いのかよくわからない。しかし、多市

町村データをプールできると、それが上位

２割に入っているとか、下位の２割である

とわかるので、それが強みか課題か、客観

的に評価できるようになる。 

第２に、地域間比較をすることで、隠れ

た Good Practice が見えるようになる。図３

に一例を示したように、多くの指標に、市

町村内でも意外に大きな格差がある。住民

やその地域を担当する職員でも、それが

「普通」と思っているが、データで見ると、

他の地域に比べ、スポーツ参加割合が高い

地域などが明らかになる。すると、それを

生み出している要因は何かなど、政策立案

の手がかりが引き出せることがある。例え

ば、図３で明らかになった地域の特徴をワ

ークショップで探る中で、運動施設へのア

クセスの良さが重要な要因ではないかと

いう仮説が出され、データで検証された事

例もある 8。 

第３に、２-３年に一度調査を繰り返す

ことで、計画の進捗管理ができ、政策目標

にどれ位近づいているのか評価が可能と

なる。また定点観測データがあることによ

って、コロナ禍のような事態が発生したと

きに、追加調査を行うことで、発生前と比

べてどの程度の健康二次被害が広がって

いるのかなどを把握できる 9。 

第４に、政策評価ができる。上述したよ

うに、介入前と対照群のデータという、今

までは収集されることが稀であったデー

タと個人を追跡できる縦断追跡データが、

政策評価には必要である。それが数年に一

度の地域代表サンプルと縦断データが蓄

積されることで入手可能となる。比較対照

群は、市町村内のモデル地域以外とその政

策を導入していない他市町村の２種類設

定できる。 

第５に、データを活用し、EBPM 進める

プロセスに、的確なコンサルティングを得

られるようになる。 

 

（２）国・都道府県にとって 

第１に、EBPM サイクルを、参加する市

町村・都道府県・国の政策に導入可能とな

る。市町村間比較によって、困難を抱える、

あるいは先進的な市町村が、明らかになる

ので、根拠に基づく市町村支援が行いやす

くなる。政策の効果評価が進むことで、効

果や効率が悪い政策は見直しが進み、より

効果的で効率的な政策が促進される。  

第２に、市町村の事業計画策定のための

調査データを活用するので、国や都道府県

は、市町村からデータ提供を受けて、多市

町村の比較結果などをフィードバックす

る仕組みを作れば、少ない予算でビッグデ

ータを構築できる。 

第３に、ビッグデータを構築することで、

政策評価やまちづくりに関心を持つ研究

者との共同研究が加速し英知を集められ
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るようになる。政策評価研究の活性化が期

待できる。 

 

（３）研究者にとって 

第１に、質の高いビッグデータを活用し

た研究を加速できる。地域代表サンプルで

あり、個人を追跡した縦断データは貴重な

データ基盤となる。例えば、健康アウトカ

ムなどと結合すれば、人工知能（AI）によ

る予測に重要な教師データ付きのデータ

となる。 

第２に、因果の推論から検証に有用な縦

断研究、自然実験デザイン研究、介入研究

とその評価研究などができる条件が揃う。

定点観測が全国で行われるようになれば、

災害や政策導入の前のデータが容易に入

手可能となり、通常の縦断研究だけでなく、

自然実験デザインによる因果の推論が可

能となる。比較対照群のデータもあること

で、最も強力な因果関係の検証方法とも言

える質の高い介入研究が可能となる。これ

らによって日本の学術研究の質も高くな

る。 

  

５．必要なデザインの視点 

 このように考えると、EBPM のためのシ

ステムには多くのメリットがある。しかし、

時に誤解があるが、データのサイズが大き

ければ、このようなシステムとしての相互

連関・相乗作用が回り出すわけではない。

JAGES よりも大規模データでありながら、

以下のような条件を満たさないために、あ

まり活用されていないデータは多い。デー

タは、量だけでなく質が確保され、デザイ

ンされ意図的に集められなければ EBPMを

進める上での価値は低い。 

 第１に、サンプリング方法のデザインが

重要である。地域代表性や、使用目的に合

わせて意図的にデザインされる必要があ

る。一例をあげれば、社会参加や外出頻度

は、季節で変動する。調査時期が３ヶ月ズ

レれば、数％は変動してしまう。これでは

経年変化や多市町村間で比較評価するこ

とができない。手引きなどで、遵守すべき

サンプリング方針を示す必要がある。 

第２に、信頼性と妥当性の高い調査票の

デザインも重要である。それぞれの市町村

が独自性を発揮して質問や選択肢をアレ

ンジしてしまうと、比較可能性や結合して

ビッグデータにすることができなくなる。

必須項目については、妥当性や信頼性を検

証しつつ集めたものを国などが指定し、全

国の市町村が改変せずにデータ収集する

ことが重要である。 

第３に、データから作る指標群の信頼性

と妥当性の検証も必要である。我々の経験

でも、数百の指標群の中で、使用に耐える

信頼性と妥当性がある指標はせいぜい数

十指標に留まる。初期には、多くの指標群

を試作し検証を重ねて、妥当な指標群に絞

り込んでいくプロセスが必要である。 

第４に、「見える化」システムの開発には、

最初に見るべき「コア指標」群と深掘りす

るための「重要指標」群を分けて示すなど

の工夫も必要である。指標数を増やせば、

分析できることは増えるが、「どれから見

て良いかわからない」という声がでる。目

的によって最適な指標群は異なる。つまり、

指標群も目的に合わせてデザインされな

ければならない。 

第５に、比較対象の選定にもデザインが

必要である。都市度や自然環境など、類似

した市町村間や地域間で比較することで

有用性は高くなる。類似する市町村のデー

タを比較できるよう、対象市町村を選定し

て比較することが望まれる。 
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第６に、学術的な関心だけで取り組まれ

る研究だけでは、市町村職員から見ると

「使えない」「意味不明」なものに留まって

しまう。市町村の課題解決につながる研究

が生まれるよう、調査票の設計前から、市

町村と研究者が共同して研究に取り組む

ガバナンス体制のデザインも必要である。 

 

６．デジタル庁時代に相応しい EBPM のデ 

ザインを 

JAGES は、20 年以上にわたり、延 100 あ

まりの市町村と共同して、延 75 万人の高

齢者データを蓄積してきた。それを活用し、

「新しい価値」を引き出し EBPM に活用し

てきた取り組みや特徴を紹介した。それら

が噛み合う EBPM システムは、大きな力を

発揮し、市町村が計画策定に向けて実施し

ている多くの分野に応用可能である。ただ

し、EBPM のためのシステムとして機能する

には、単なる調査方法の工夫とかデータ量

の問題を超える、意図的なデザインが必要

である。サンプリングから、調査票、デー

タから作成する指標群、「見える化」システ

ム、比較対象選定、共同研究のガバナンス

体制まで、デジタル庁・ビックデータ・DX

の時代に求められる EBPM にはデザインが

必要である。 

「神は細部に宿る」という。JAGES と、

2013 年以降、調査の実施を担当してくれた

新情報センターのチームには、細部に至る

無形のノウハウが蓄積されている。それら

が、他の分野における、EBPM の推進に役立

つことを願っている。 
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