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国の歳出・歳入の推移と公債発行額
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“自動販売機型”公共サービスの終焉



“協働型”公共サービスの時代
～ プラットフォームとしての自治体 ～
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オープンデータ：公共データ公開による地域課題解決
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https://www.fixmystreet.jp/ 7



出所: http://yokohama.localgood.jp/ 8



http://safetymap.jp/

Honda Safety Map

9



埼玉県での急ブレーキ多発個所地点対策結果

http://safetymap.jp/ 10
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毎月１ヶ国
Open Government Partnershipに参加している

12

2011.9 2017.26年6ヶ月
（78月）

75ヶ国8 ヶ国 +1国/1月

• ブラジル
• インドネシア
• メキシコ
• ノルウェイ
• フィリピン
• 南アフリカ
• 英国
• 米国

出典：http://www.opengovpartnership.org/
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毎週１都市
オープンデータに取り組み始めている

出典：http://fukuno.jig.jp/2014/opendatamapodp

281 都市4+ 都市

オープンガバメント推進協議会
発足

2013.4 2017.23年11ヶ月
（1,425日）

+1都市/5日
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 公共機関が、税金で作り、管理している、原則全て

のデータを、機械判読可能な形で公開し、営利・非

営利を問わず、その利用・再利用を可能とすること

によって、新たな価値を創出して行こうとする世界

的な動き。

オープンデータ：狭義から広義へ

公共機関であるか民間機関であるかを問わず、

協働の
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Dr. Rufus Pollock
President, Founder
Open Knowledge

http://blog.okfn.org/2007/11/07/give-us-the-data-raw-and-give-it-to-us-now/

生データを出して欲しい

いますぐに出して欲しい

データにこそ価値があるんだ、

インターフェイスの美しさは２

の次だ。

我々が欲しいのは生データだ、

我々はいま欲しいんだ。

2007年11月7日

生データを出して欲しい

いますぐに出して欲しい

データにこそ価値があるんだ、

インターフェイスの美しさは２

の次だ。

我々が欲しいのは生データだ、

我々はいま欲しいんだ。

2007年11月7日
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生データをいますぐに

Raw Data Now

もう一度、インターネットの

世界を作り変えたい。

手伝って欲しい。

TED 2009年2月

生データをいますぐに

Raw Data Now

もう一度、インターネットの

世界を作り変えたい。

手伝って欲しい。

TED 2009年2月Dr. Tim Berners-Lee
Inventor

World Wide Wed
Director, Founder

World Wide Web Consortium 
(W3C)

https://www.ted.com/talks/tim_berners_lee_on_the_next_web?language=ja
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Wikinomics
（カナダの倒産しかかっていた金
鉱山会社）ゴールドコープは、
社内秘であった地質データをイ
ンターネットで公開し、57万
5000ドルの賞金をかけて新しい
金鉱脈の位置を世界中に尋ねた。
すると、110カ所の鉱脈の位置
が示唆され、その半数はゴール
ドコープが気づいておらず、ま
た、その80％で実際に金が見つ
かり、発見された金の総量は
250トンに上った。 2006

Wikinomics
（カナダの倒産しかかっていた金
鉱山会社）ゴールドコープは、
社内秘であった地質データをイ
ンターネットで公開し、57万
5000ドルの賞金をかけて新しい
金鉱脈の位置を世界中に尋ねた。
すると、110カ所の鉱脈の位置
が示唆され、その半数はゴール
ドコープが気づいておらず、ま
た、その80％で実際に金が見つ
かり、発見された金の総量は
250トンに上った。 2006

Don Tapscott
Author

Wikinomics: 
How Mass Collaboration 

Changes Everything

http://www.wikinomics.com/book/
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Dr. Beth Noveck
Professor, New York Univ.
Director, Governance Lab.

Former Deputy CTO, US Gov.
Author, Wiki Government

透明性とオープンガバメント
（オバマ大統領から閣僚へのメモ）

• 政府は国民が政府の活動や
決定をオンラインで利用可能

にすべき（透明性）

• 政府は国民が政策決定に参
加できるより多くの機会を提

供するべき（参加）

• 政府は革新的ツールを使って、
非営利組織、企業、個人と協

働すべき（協働）

2009年2月24日

透明性とオープンガバメント
（オバマ大統領から閣僚へのメモ）

• 政府は国民が政府の活動や
決定をオンラインで利用可能

にすべき（透明性）

• 政府は国民が政策決定に参
加できるより多くの機会を提

供するべき（参加）

• 政府は革新的ツールを使って、
非営利組織、企業、個人と協

働すべき（協働）

2009年2月24日

https://www.ted.com/talks/beth_noveck_demand_a_more_open_source_government?language=ja

https://www.whitehouse.gov/the_press_office/TransparencyandOpenGovernment
https://www.whitehouse.gov/open/about
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“Give Us the Data 
Raw, and Give it to 
Us Now”, Rufus 
Pollock, 
Nov. 2007. 

“RAW DATA 
NOW”, Tim 
Berners-Lee, 
Feb. 2009.

DATA.GOV.UK, 
Andrew Stott, 
Former Deputy 
CIO of UK. Gov.

DATA.GOV, Vevek 
Kundra, Former CIO 
of US Gov.

WIKI GOVERNMENT, 
Beth Noveck, Former 
Deputy CTO of US Gov., 
2009.

Wikinomics, Don 
Tapscott, 2008.

Open Government 
Directive, President 
of US Gov., 2009.

Letter to Government 
departments on 
opening up data, 
David 
Cameron, 
PM of 
UK Gov.,
2010.

US

UK

「オープンデータ」を動かしてきた人々

The Power 
of 
Information 
Task Force 
Launched, 
Mar. 
2008. 



ロックアーンサミットにおける
G8首脳コミュニケ(2013.6.18から抜粋）

46.  オープンな政府データは，情
報時代の不可欠な資源である。
データを公共の場に移すことは，
市民の生活を向上させ，また，
これらデータへのアクセスを拡
大することは，イノベーション，
経済成長及び良い雇用の創出を
促進し得る。（略）
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http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/page4_000099.html

http://blog.okfn.org/2013/06/18/g8-highlights-open-data-as-crucial-for-governance-and-growth/



国のオープンデータ政策の流れ
2012.  7.  4 電子行政オープンデータ戦略（IT総合戦略本部決定）
2013.  5.24 オープンデータ推進のためのロードマップ（同本部決定）

2013.  6.25 二次利用の促進のための府省のデータ公開に関する
基本的考え方（府省CIO連絡会議決定）

2013.  6.14 世界最先端IT国家創造宣言（同本部決定）

2013.10.29 オープンデータ憲章アクションプラン（同連絡会議決定）

2013.12.20 政府データカタログ試行版（内閣官房IT総合戦略室）

2014.  6.19 政府標準利用規約（第1.0版）（同連絡会議決定）

2014.10.1 政府データカタログ本格版（内閣官房IT総合戦略室）

2015.2.12 地方公共団体オープンデータ推進ガイドライン（同上）

2016.12.14 官民データ活用推進基本法の公布・施行
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電子行政オープンデータ戦略の概要

平成24年7月ＩＴ戦略本部決定

①透明性・信頼性向上 →行政の透明性の向上、行政への国民からの信頼性の向上
②国民参加・官民協働推進→創意工夫を活かした公共サービスの迅速かつ効率的な提供、ニーズ

や価値観の多様化等への対応
③経済活性化・行政効率化→我が国全体の経済活性化、国・地方公共団体の業務効率化、高度化

【基本原則】
①政府自ら積極的に公共データを公開すること
②機械判読可能で二次利用が容易な形式で公開すること
③営利目的、非営利目的を問わず活用を促進すること
④取組可能な公共データから速やかに公開等の具体的な取組に着手し成果
を確実に蓄積していくこと

◆ 戦略の意義・目的

◆ 基本的な方向性

22https://www.kantei.go.jp/jp/singi/it2/pdf/120704_gaiyou.pdf
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出典：Creative Commons Japan

条件（出典明示、改変禁止、非営利限定…）を緩和し
「利用」を促すことで、経済社会文化の発展を目指す



5 Star Open Data

http://5stardata.info
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政府データカタログサイト本格版
～地方自治体データの掲載も募集中～



地方自治体によるオープンデータ施策展開の典型例

0. データ・ポータル
の整備

0. データ・ポータル
の整備

1. アイディアソン、
ハッカソンの開催
1. アイディアソン、
ハッカソンの開催

2. 開発者育成セミ
ナーの開催

2. 開発者育成セミ
ナーの開催

4. ビジネス・マッチング・
イベントの開催

4. ビジネス・マッチング・
イベントの開催

社会課題の提示
公共データの提供
社会課題の提示
公共データの提供

著作権処理
機械判読可能化
データの構造化

公共データ提供
創業期金融支援
公共データ提供
創業期金融支援
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ビジネスモデル
構築支援

ビジネスモデル
構築支援

体制・指針
の整備
知識の共有

公共クラウド活用
https://www.chiikinogennki.soumu
.go.jp/k-cloud-api/

公共クラウド活用
https://www.chiikinogennki.soumu
.go.jp/k-cloud-api/



オープン・データによる価値創出の8類型

1. わかりやすい可視化型
2. 対話型
3. リアル・タイム型
4. 悉皆型
5. ハイブリッド型
6. 地域パッケージング型
7. 仲介型
8. コンシエルジュ型

27



1. わかりやすい可視化型ー＞行政の透明性・信頼性向上

http://wheredoesmymoneygo.org/dailybread.html
28
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小学校区毎の感染症患者の欠席者数の可視化
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「急ブレーキ多発地区」、「事故の多いエリア」、「み
んなが追加した地点」などを確認できる地図サービス

Honda Safety Map



http://youchoose.yougov.com/redbridge

2. 対話型 ー＞行政の透明性向上、国民参加

32



http://www.fixmystreet.com/ 33



3. リアル・タイム型 ーー＞国民の利便性向上

http://traintimes.org.uk/map/tube/ 34
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4. 悉皆型 ーー＞ 図書館蔵書の利用頻度比較

https://calil.jp/



36出所：（株）アスコエパートナーズ



5. ハイブリッド型 ー＞ 新サービス創出による経済活性化

http://climate.com/ 37



6. 地域パッケージング型ー＞不動産関連情報のワンストップ提供

38

Zillow Zillow Inc.
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7. 仲介型

http://transportapi.com/
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8. コンシエルジュ型

40

http://kirakana.city.yokohama.lg.jp/



41http://code4japan.org/

旺盛なオープンデータ・市民・行政・企業コミュニティ活動

2013.10.23 設立

Linked open data challenge

2014.９.29 設立

http://www.vled.or.jp/

http://okfn.jp/

http://lodc.jp/2015/concrete5/index.php

2011.3.4設立



日本版 Y Combinator は未だない？

https://www.ycombinator.com/ 42
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日本から airbnb 級のデータ起業は未だない
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データは誰のものか?

http://opendata.institute/who-owns-our-data-infrastructure



我々は、
データの共有とガバナンスのための
適切なフレームワークを必要として
いる
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オープンからスペクトラムへ
（情報共有フレームワーク作り）
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企業 市民

行政
大学・
研究機関

データ・コラボラティブ：
多様なデータ共有・活用による地域課題解決

47



オープンデータ  官民データ活用

• 官民データ活用の推進に関し、基本理念を定め、国
等の責務を明らかにし、並びに官民データ活用推進

基本計画の策定その他施策の基本となる事項を定

めるとともに、官民データ活用推進戦略会議を設置

することにより、官民データ活用の推進に関する施

策を総合的かつ効果的に推進し、もって国民が安

全で安心して暮らせる社会及び快適な生活環境の

実現に寄与

• Open by Default 原則の徹底、重点データ分野
の特定、官民対話の場とプロセスの設定 48



オープンデータは
これからどこへ向かうのか？

49



課題解決プロセスのデザイン課題解決プロセスのデザイン
課題が

ある状態

課題が

ある状態

課題が
解決された
状態

課題が
解決された
状態

市民市民

市民市民

DataData

DataData
DataData

DataData

DataData

IPS

市
民
市
民

市
民
市
民

50

方向性①：
地域課題を、データで表現し、市民×ICTで

解決する
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課題がある状態（現状）

将来

1. まず、将来の「あるべき姿」を描写する
2. 「あるべき姿」から現状を振り返る（バックキャスティング）
3. 「あるべき姿」に向かって一歩一歩距離を縮める

将来のあるべき姿
（課題が解決された状態）

を考える

地方創生？
医療費抑制？
地球温暖化防止?

方向性②：
成果から逆算して考える：バックキャスティング



1) 課題定義 2) 課題解決

①誰が(who)
②いつ(when)
③どこで(where)
④何に(what = indicator)
⑤どのような状態で困っているのか(how)
⑥その原因は何故なのか(why)

バックキャスティング・ロジック・マップ

①誰が(who)
②いつ(when)
③どこで(where)
④何に(what = indicator)
⑤どのような水準の状態を実現したいのか(how)
⑥その水準は実現できていない真因は何か(why)

3)  1)と2)の乖離の
原因をデータで表現

4) 原因解消のための
データ定義・連携・共有、

ICTツール開発

5) 社会実装で
ステークホルダーの

行動変化

52
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方向性③：インパクト創出の鍵は
「あるべき姿」に向かって

活かされていない資源を効果的・効率的に
コーディネートする力

成果から逆算して考えよう



（心肺停止者A） （発見者B）

課題がある現在のAED搬送の現状

②救急車が駆けつけ
AEDによる蘇生活動。

①１１９番にかける。

・市民による心肺蘇生・AED適用：4%
・全国平均搬送時間は8.6分



②心肺停止者発生位置の最寄りのAED管理者に
発生位置を連絡、AED急搬送・適用を要請

心肺停止者 発見者

①119番に
心肺停止者発生位置
を通報

最寄AED急搬送システムの概要

③最寄りのAED管理者が
AEDを急搬送・適用



AED位置と救命を期待できる心肺停止位置の分布

【AEDの分布状況】
つくば駅周辺及び筑波大学キャンパス
，などの交流人口の多い市街地により

密に設置されている。

近くにAEDがあったとしても
必ずしも救命されているわけでは
ないことがわかる 。

【心肺停止の分布状況】
救命可能な心肺停止位置は，
つくば市全域に広がっている。



心肺停止発
生頻度(回) 0 1 2 3 4 5 合計

地区数 1,308 92 15 3 0 2 1,420

AED設置で高い救命効果を期待できる
未設置地区があることがわかる。

つくば市筑波地区

つくば市神郡地区
→10年間に５回以上心肺停止者が発生
しているにもかかわらAEDが未設置

AED未設置地域における心肺停止発生頻度



心肺停止傷病者発生位置に最寄りAEDを急搬送
した場合の所要時間



分析結果

AED搬送時間
(分) t<1 1≦t<2 2≦t<3 3≦t<4 4≦t<5 5≦t<6 6≦t<7 7≦t<8 8≦t<9 9≦t<10 10≦t 合計

心肺停止件数 8 4 15 8 17 19 22 10 11 12 52 178

過去10年間で30人、
年平均3人の救命が可能

②１件あたりの救命率（生存率）の総和を計算

①１件あたりの所要搬送時間

ここで，Lk: 心肺停止事象kの傷病者の生存率（%）
Tk: 心肺停止事象kの心肺停止後，除細動開始までの経過時間（分）
dk：最寄AED位置から心肺停止事象kの位置までの最短経路距離（m）
v：AED搬送速度（m/分）.本研究では118m/分.
c：119番受電からAED搬送開始までに要する時間と現場到着後除細動開始
までに要する時間の合計（分）. 本研究では2.5分.



Openness alone can’t drive change.
Openness isn‘t the end. 

It's the beginning.
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テクノ ロジー/データが

イノ ベーショ ンを先導する社会へ

7

社会制度

マネジメント

プロセス

データ

テクノロジー

社会制度

マネジメント

プロセス

データ

テクノロジー

ビジョン



市場の論理、行政の論理と共同体の論理を組合わせる

•思いやりや公共心
•自己利益追求に対する反感
•競争よりも協調

•利己心の追求と選択の自由
•フェアな競争

顔の見える人どうしの関係
顔の見えない多数の人
の関係

顔の見える人どうしの助け合い顔の見えない多数の
人
どうしの助け合い

共同体の論理市場の論理
価
値
観

対
象
と
理
論
構
造

も
た
ら
さ
れ
る
結
果

注：「ミクロ経済学の力」神取道宏（P458）を加筆修正

行政の論理
•公平性・中立性
•説明責任
•柔軟性よりも安定性

一定の地域で活動する
人どうしの関係

市場の論理で解決しき
れない課題を話し合いで

解決

一定の地域で活動す
る人どうしの助け合
い

62



①

危機意識

の醸成
②強力な

協力関係

の構築

③

ビジョ ン

づく り

④

ビジョ ン

の対話⑤ビジョ ン

実現に向けた

他者巻込み

⑥

短期的成功

の計画と実現

⑦改善点の

収集と 更なる

変化の創出

⑧新しい

アプローチ

の制度化

強い
リーダー
シップ

John Kotter の
チェ ンジ・ マネジメ ント
モデル
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中国地域の皆さんへの期待

中国から新しい官民対話スキームを打出して欲しい：

自治体から、

1.危機意識を課題分野のデータで醸成し、
2.関係者との協力体制を構築し、
3.ビジョンを作り、対話し、巻き込み、
4.短期的成功を計画・実現し、
5.改善点を収集し、さらなる変化を創出し、
6.新しいアプローチを制度化する
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街はデータ活用の実験室
データはあなたの利用を待っている！

港湾管理

施設管理

海岸保全と船舶

飛行機

博物館

政府・自治体

警備

観光

電波管理

インフラ管理

ごみ収集

景観設計

信号

金融機関
電気・ガス

救急救命

防衛

農業

経済開発

教育
公園・レクリエーション

医療福祉

商業

標識管理

土地台帳

出典：ESRI 65



“public”って何？

• publicの語源＝ラテン語のpublicus（of people）

• public概念は、皆で議論して、社会全体に対する
貢献を分かち合っていく活動というニュアンス。

• 日本において、多様な主体が議論しながら互いに
担い合っていく活動領域へと変革するためのイニ
シアティブが必要。

• この変革をデザインする構想力にこそ、日本社会
を再活性化する鍵があるのではないでしょうか？66



Thank you!

67

https://goo.gl/NtuJIz


