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デロイトのガバメント・インサイト・センターについて

デロイトのガバメント・インサイト・センターでは、グローバル視点における行政のイノベーションに関する示唆となるス
トーリーを紹介し、新しいテクノロジーとマネジメント・プラクティスの導入の背景について考察しています。「ガバメント・
トレンド2021」では、最先端の研究成果に基づき、専門用語などは用いずに、わかりやすい形式で重要なインサイトを示
すことにより読者の理解を促せるように記載しています。また、調査やフォーラム、体験型ワークショップを通じて、行政職
員、政策の専門家、メディア関係者に対し、行政の変革により実現できることへの理解を促す最新のインサイトを提供し
ています。

ガバメント・トレンド2021（日本編纂版）について

「ガバメント・トレンド2021（日本編纂版）」は、デロイトのガバメント・インサイト・センターが編集した「ガバメント・トレン
ド2021」を和訳し、日本向けとして独自に編纂したものです。そのため、「ガバメント・トレンド2021」とは異なる箇所があ
りますので、ご了承ください。

デロイト トーマツ グループの政府・公共サービスでは、サービスの受け手である市民を重視し、公共業務の成果
最大化を支援しています。豊富な知見を持つアドバイザーとして、政府・公共サービスが直面する困難な課題を
抽出し、的確かつ迅速に、持続可能なソリューションを導き出します。詳しくは、www.deloitte.com/jpをご覧く
ださい。 

政府・公共サービス
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ガバメント・トレンド2021（日本編纂版）にあたり

2021年は日本のみならず全世界をパンデミックの傘が覆いつくし、公共公益部門、企業部門に関わらず医療、衛生、経済、
教育、文化など、あらゆる分野において甚大な影響を及ぼしていることは今更述べるまでもないことと思います。
では、このパンデミックによって明らかになったこと、そこから我々は何を学び、どこに向かうべきなのでしょうか。

デロイト トーマツ グループは、ガバメント・インサイト・センターというパブリックセクター専門のリサーチセンターを保有し
ており、グローバルにおける政府機関の変革のドライバーを継続的に分析しています。国のあり方、法令や規制の違いもあ
るなかで、パンデミックというグローバル共通の課題に対して、海外事例には学ぶべきものがあり、「グローバル」を一つの
視点とすることで多くの示唆を得ることができます。

このグローバルリサーチの最新版レポートである「ガバメント・トレンド2021」では、以下の9つのトレンドをメガトレンドとし
て定義し、根拠となる事例を付記しています。

①デジタルガバメントの加速、②シームレスなデジタル体験、③働く場／働き方の自由化、④データの流動性の向上、⑤コグ
ニティブシステムとしての行政、⑥アジャイルガバメント、⑦サイバーセキュリティに係るエコシステム、⑧公平かつ包摂力の
ある政府、⑨政府への高い信頼の維持

そしてこれら9つのトレンドには3つの共通点があります。一点目は、政策というより政府の活動そのものに対して焦点が当
たっているということ、二点目として、各トレンドは試行段階を経て、政府の活動自体に浸透していること、三点目は、これら
のトレンドが発展途上国、先進国の区別なく起きているということです。

我が国でも2021年9月に、デジタルガバメントの実現に向けて強力に推進する組織であるデジタル庁が設置されることは、
上記9つのトレンドのすべてと密接に関係しています。一国民・住民としては歓迎すべきことであると感じる一方で、これまで
の我が国の中央省庁や地方自治体の行政システムがパンデミックの様な危機下では十分に機能することが困難であった
こと、国民や住民中心の仕組みではなかったこと、マイナンバーカードの普及が停滞していること、AI、クラウド、API連携な
ど新たな技術適応が遅れていること、成果発揮までのスピード感が不足していること、行政職員のITリテラシー、ベンダー
ロックインなど、これまでに多くの積み残した課題があったことへの裏返しでもあり、デジタル先進国に完全に置いて行か
れる危機感の現れでもあると思います。そして、これら課題の解決には、相当の周到な計画、人材、推進力、投資等が必要に
なると考えられます。

ここで、グローバルにおいて先行するデジタルガバメントに関する取り組みを見てみましょう。世界共通で起きていることと
して、デジタルガバメントがパンデミック前後で「あったらいいもの」から「実現が必須のもの」に変化したことです。ルーマニ
ア労働省では給付金の処理の96％をRPAに置き換え、20分かかっていた一件あたりの処理を36秒に短縮しました。このよ
うにパンデミック対応のために一気に効率化が図られたものは、パンデミック後も拡大し加速していくことでしょう。
職員のデジタルスキルの向上も欠かせないアクションになるでしょう。例えば英国は、国家データ戦略の中で2021年までに
500人のデータサイエンティストを育成することをコミットしています。米国も同様のプログラムを推進しています。デジタル
の恩恵を最大限享受するためには、発注者側にデジタルスキル要員を集中させることは行政組織、民間組織に関わらず最
も重要な最初のアクションであり、我が国でもすでに同様の取り組みが始まっていると認識しています。
また、アジャイルガバメントの最初の有名な事例は、今から10年前、米国政府が、FBIによる9.11捜査の障壁となったために、
二度にわたる刷新の失敗を経て既存レガシーシステムを廃棄しアジャイルを採用し全面再構築したことでした。これを皮
切りにアジャイルの採用が進み、2017時点ではすでに米国の政府情報システムの8割はアジャイル開発となっています。こ
の点については、我が国は大きく水を開けられていると言わざるを得ないでしょう。
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いくつか代表的な事例をピックアップしましたが、こうした先進事例とベンチマークしてみるだけでも、今後、我が国政府機
関のデジタルガバメントの取り組みは広範かつ多岐にわたり、チャレンジンングな旅路であることが容易に想像できると思
います。一方でグローバルの先駆者から謙虚に学ぶ事で、我々は失敗を回避し成功の確率を上げ、より早く成果に結びつけ
ることができるチャンスもあります。

我が国が、形だけのデジタル化に終始することなく、真に国民・住民中心のデジタルガバメントへ変革するためには、デジタ
ルファースト、ワンスオンリー、コネクテッド・ワンストップといった基本原則に則り、何より国民・住民のエクスペリエンスをス
ピーディに変えていくこと、そして変革を支えるためのクラウドを中心とした柔軟かつアジャイルなインフラへ変革すること、
最新のサイバー攻撃の脅威に持続的に対応できる体制を持つこと、そして結果的に国民・住民の信頼を取り戻すことが何
より重要であると考えます。
デロイト トーマツ グループは、今後もグローバルにおける行政・公共機関における先進事例を継続的に分析し、我が国に
とっても意味のある最新のトレンドを取り込み、実装していくことを支援することで、デジタルガバメントへのチャレンジとそ
の成功に向けて尽力してまいります。

末筆ながら、今回の「ガバメント・トレンド2021（日本編纂版）」が、我が国のデジタルガバメントの実現に向けた一助となれ
ば幸いです。
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グローバル視点から行政に最も変革をもたらしている
トレンドとはどのようなものでしょうか。

序論

020年、行政機関は今世紀最大の公衆衛生上
の課題に直面しただけでなく、大規模な経済
的、社会的な混乱への対応のために新たな取

り組みを大規模なスケールで絶え間なく展開する必要に迫
られました。行政機関では、平時のゆるやかな変化における
中長期的視野に基づく計画的な対応とは異なり、2020年に
私たちが遭遇した状況は世界規模の劇的な変化であり、政
府の種々の活動は大きく影響を受けました。

デロイトのガバメント・インサイト・センターが編集した「ガ
バメント・トレンド2021」では、今日の行政における最も変
革的な９つのトレンドを挙げています。本レポートは、今まさ
に現場で直面している劇的な変化を踏まえつつ政府の活動
に対する長年の研究をとりまとめたものです。

COVID-19によって、行政のデジタル化は加速していきまし
た。COVID-19が世界中で猛威を振るう中、人々は行政によ
る経済的援助、ウイルスの封じ込め、情報の安定的な提供
を求めるようになり、いわゆる「ラリー・ザ・フラッグ」効果に
よって1、世界的にみても行政機関は、過去20年間で最も信
頼を得る状態となりました2。また、パンデミックへの対処に
成功した行政機関が厚い信頼度を得ることにもつながりま
した。

2
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昨年に編集した「ガバメント・トレンド2020」では、より良い
サービスを提供するために活用されるテクノロジーのトレン
ドに焦点を当てています。その中には、人工知能、デジタルア
イデンティティ、行動インサイト、先見的な行政、クラウド、カ
スタマーエクスペリエンス等があり、これらのトレンドを先取
りしていた行政機関は、パンデミックの最中においても人々
のニーズに効果的な対応をすることができていました。

デロイトのガバメント・インサイト・センターが編集した本レ
ポートで取り上げる９つのトレンドには、三つの共通点があ

ります。一つ目は「移民やヘルスケアといった政策課題では
なく、行政活動に焦点が当たっていること」、二つ目は「各ト
レンドが実験的な試みの段階を超えて、行政の中心的な活
動に浸透し始めていること」、三つ目は「すべてのトレンド
は、発展途上国や先進国の如何に関わらず、世界全体で起
こっていること」です。

デジタルガバメントの加速:COVID-19に伴う行政における
DXの加速
世界規模でのパンデミックにより、行政のデジタル化は
「あったらよいもの」から「なくてはならないもの」となりまし
た。各国の政府は、行政サービスへの急増する需要に対応
していくため、「デジタルインフラ整備の促進」、「行政機関の

デジタル人材の育成」、「市民の
利便性向上への投資」といっ
た、主に三つの観点に重きを置
き、デジタルジャーニーを加速
させています。

デロイトのガバメント・インサイト・センターが
編集した本レポートで取り上げる9つのトレン
ドには、三つの共通点があります。一つ目は「移
民やヘルスケアといった政策課題ではなく、行
政活動に焦点が当たっていること」です。

公共領域における
９つの変革トレンド
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シームレスなデジタル体験:個人のニーズに基づくサービス
提供などによる、優れたカスタマーエクスペリエンスの提供
各国の行政機関では、市民にパーソナライズされ、対面での
対応が不要な、先見的なサービスを徐々に提供し始めてい
ます。また、シームレスなサービス提供を実現するために、
「サービスの完全デジタル・非接触化」、「ライフイベントを中
心としたプッシュ型サービスの設計」、「シームレスなサービ
ス提供を可能にするインフラ整備」といったことを行ってい
ます。これらは、オンライン上の行政サービスにおける優れ
たエクスペリエンスの提供を実現していくためのものです。

働く場／働き方の自由化:多様な働き方に適応する職場環
境の実現
パンデミックにより、各組織における運営方法が根本的に変
化していきました。例えば、在宅勤務、遠隔医療、オンライン
学校等のように、未来の働き方と考えていたことが現代の行
政で現実となっています。これらのトレンドは、「分散した労
働力の管理」、「高品質な行政サービスをバーチャルに提
供」、「多様な働き方に適応可能な職場環境の実現」に伴う
ものです。

データの流動性の向上:データ利活用の実現による行政
サービスの付加価値の創出
政府内外でデータの重要性が高まってきています。そのた
め、各国の行政機関では、データを適切に共有するなど、保
有するデータの価値を最大化するための新しい仕組みを構
築しています。世界的にも、流動的で動的なデータの利活用
といった傾向があり、行政機関、学術機関、非営利団体及び
民間企業の間におけるデータの利用や共有のあり方が変
化してきています。

コグニティブシステムとしての行政:過去の分析、リアルタ
イムデータ、未来の予測等に基づく政策立案や意思決定の
実現
優秀な行政機関は、人々と同じように、継続的な学習で進
化し物事を判断していきます。そのため、行政機関が自らを
「コグニティブシステム」であると認識した際には、過去と現
在からインサイトを得て、信頼性がある将来の予測を行うと
いった、新たな方法でデータを活用していくことにより、学習
速度を高めていくことが可能となります。強化された学習機
能及び意思決定機能は、非常に大きな価値を生み出すこと
ができます。つまり、行政機関はインテリジェンスな仕組みで
計画を策定することができるようになり、過去からの知見と
現在のリアルタイムデータが相まって、将来の最適な決定に
つなげられる可能性を有しています。

アジャイルガバメント:公共領域における柔軟性及び適応
性の向上
パンデミックにより、「迅速」、「柔軟」、「ミッションセントリック
な行政」の必要性が明らかになり、世界中の多くの行政機関
が実現に向けて取り組んでいました。例えば、政策、制度、シ
ステム開発、労働力等といった多くの分野で、行政機関は迅
速に行動するために、タイムリーな決定を下していく必要が
ありました。

サイバーセキュリティに係るエコスシステム:行政機関にお
けるサイバーセキュリティエコシステムの促進
従来は特定の単一組織に損害を与えていたサイバー攻撃
が、現在では特定の単一組織だけではなく、パートナー、ク
ライアント、さらには業界全体に損害を与えることになる可
能性がでてきています。そのような状況下において、行政機
関は、情報が蓄積されていくエコシステムを活用したいと考
えているため、リスクについても十分に考慮していく必要が
あります。信頼性の高いサイバーセキュリティの実現には、
「組織内のサイロ化を解消」、「外部との関係を再構築」、「優
秀なサイバー人材から成る組織」を整えていく必要がありま
す。

行政機関を含むあらゆる業種で、ダイバーシティ（多様性）、エクイ
ティ（公平性）、インクルージョン（受容性）を公共政策や行政の慣行
に反映させるため、方針の見直しが行われています。
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公平かつ包摂力のある政府:公共領域におけるダイバーシ
ティ（多様性）、インクルージョン（受容性）及びエクイティ
（公平性）の組み込み
インクルージョンとエクイティが注目を浴びていることを踏
まえ、行政機関では構造的な不均衡の根本原因に焦点を当
てて、政策をどのように立案、実行、評価するのかを課題とと
らえています。例えば、世界的には「インクルージョンやエク
イティを重視したデザイン」、「公共財への公平なアクセス」、
「データの主権と公平性」、「市民やコミュニティとの共創」と
いったことが採用されています。

政府への高い信頼の維持:行政機関、システム及びプロセ
スに対する信頼の強化
世界の多くの地域で、行政への信頼は2020年に急上昇した
一方で、一部の国では過去最低に近づきました。信頼（社会
的信頼又は社会関係資本）とは、困難な経済状況及び公衆
衛生の問題をコントロールしていくためには必要不可欠な
ものです3。そのため、行政機関は、信頼をコアコンポーネン
トとして捉え、「情報操作対策」、「より高い透明性」、「行政の
デジタルシステム、サービス及びデータイニシアチブへの信
頼」の構築に取り組んでいます。
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1.　OECD, “Highlights from the OECD webinar, ‘Measuring public trust after a pandemic and economic crises,’”June 22, 2020.

2.　Edelman, “2020 Edelman Trust Barometer Spring Update: Trust and coronavirus,” May 5, 2020.

3.　Stuti Rawat and Alfred Muluan Wu, “Why social capital is essential in the fight against COVID-19,” Asia & ThePacific Policy 
Society, June 23, 2020.
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OVID-19のパンデミックは、デジタルガバメント
の到来を加速させています。

パンデミック以前も世界中の政府はデジタル化を進めてい
ましたが、そのペースにはばらつきがあり、大きく前進してい
た政府もあれば、まだデジタルトランスフォーメーションの
初期段階で留まる政府もありました。多くの政府は、「完璧
ではない」ことをリスクと捉え、デジタル化に対して二の足
を踏む傾向がみられました。

こうした流れも、世界をパンデミックが襲い、すべてが変わり
ました。デジタルはもはや政府にとって「あったらよいもの」
ではなく、必須のものとなりました。効率よくサービスを提供

できること、低コストで拡張できること、迅速に適応できるこ
と。パンデミックによる混乱が、これらのデジタルガバメント
の特徴を今まで以上に重要なものにしました。

世界中の行政機関によるパンデミック対応が、通常見られ
ないような急速な変化を政府にもたらしました。遠隔医療
からテレワーク、バーチャル法廷、バーチャル教育まで、数多
くの大規模なデジタルイノベーションがかつてないスピード
で実現されました。デジタルインフラ、デジタル人材、市民向
けの利便性の向上といった要素は、パンデミック下において
有効であるだけではなく、今後長年にわたりデジタルガバメ
ントの基礎を築くことになるのです。

C

COVID-19 に伴う行政におけるDXの加速

デジタルガバメントの加速
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行政機関はパンデミックにより生じたニーズに対応するた
め、主に三つの観点でデジタルジャーニーを加速させまし
た。

1. デジタルインフラ整備の促進
パンデミックは、行政機関に三つの課題をもたらしました。
世界中の公衆衛生当局が、市民に自宅待機を、企業にはリ
モート勤務を命じたため、行政機関は、デジタルサービスに
対する需要の急増、そうしたサービスを完全リモートの環境
で提供する必要性、それまでは存在していなかった新しい
サービスを求める声への対応に取り組みました。

その結果、世界中の政府のデジタル対応能力は劇的に拡大
しました。政府は三つの課題に対応するため、それぞれ補完
し合う三つのデジタルアプローチを用いて各課題に取り組
んできました。

i) 人工知能とオートメーションの強化
パンデミック下でサービスへの需要が急増する中、政府は
対応のスピードを落とさないよう、オートメーションの一層
の推進に取り組みました。手作業の自動化から人工知能
（AI）によるバーチャルアシスタントの配備まで、政府はオー

トメーションツールを使ってサービス提供の迅速化と作業量
の軽減を図りました。例えば、ルーマニア労働省は、
COVID-19の影響を受けた自営業者への給付金の審査にロ
ボティック・プロセス・オートメーション（RPA）を活用しまし
た。28万5000件の申請のうち96%を自動処理し、手作業で
は1件の処理に20分かかるところを36秒で処理しました1。

米国では、住宅都市開発省、国立衛生研究所、内国歳入庁
がRPAを利用して職員を低付加価値の業務から高付加価値
の業務へと移行させ、重要なサービスに対する需要の急増
に効果的に対応しました2。

また、AIを活用したバーチャルアシスタント、チャットボット、
バーチャルドクターが、多言語で市民の問い合わせへの回
答や、濃厚接触者の調査に対応するなど、COVID-19への対

応を迅速化しています。例えば、フランス
のAlloCovidサービスは、AIベースの音声
アシスタントを使って、コロナウイルス感
染症の症状がある市民を適切な医療専
門家へとつなぎました3。また、ブラジルで
はAI対応ロボットが濃厚接触者の調査
を支援しています4。

こうした動きは、パンデミックの収束後に
減速することはないと考えられます。行

政担当者の79%が、オートメーションが自分の業務にかなり
の好影響を与えているとしており、オートメーションの導入
は今後も続くと見込まれます5。

ii) クラウドソリューションの活用
パンデミックにより、政府は行政サービスへの急増する需要
に対応するだけでなく、それをリモートで実施しなければな
りませんでした。その結果、多くの政府が職員のリモートワー
クへの切り替えと、サービスの提供に向けた新しいチャネル
の創設を、大規模かつ数週間という短期間のうちに実施す
る必要に迫られました。この課題の解決策はクラウドの活用
にありました。

行政担当者の79%が、オートメーションは
自分の業務にかなりの好影響を与えてい
るとしており、オートメーションの導入は今
後も続くと見込まれます。

デジタル化は
どのように加速したか
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英国の2020年度歳出計
画では、セキュリティ向上、
効率化、業務改善に向け
た政府のIT資産更新の予
算として6億ポンドを計上

オーストラリアのデジタルビジネス計
画では、デジタルアイデンティティ、電子
インボイス、ビジネスデータソースの一
元化等政府全体の能力開発支援を中心
に、約8億オーストラリアドルを配分

シンガポール政府は、
2020年度の情報通信
・技術分野への支出
として前年比30%増
を見積もり

2020年7月に政府
が発表した2025
年度 デジタル・ス
ペイン計画では、
2020年から2025
年にかけて1,400
億ユーロの公共・
民間投資を計画

カナダのオンタリオ州政府は、行
政サービスのデジタル化、繁雑な
手続きの軽減、政府調達の改善と
いった技術刷新プロジェクトに4年
間で5億カナダドルを投入

米国の複数の州が、CARES法
の資金をブロードバンドイン
フラ拡張に配分。例えば、バー
モント州は1740万ドル、テネ
シー州は6,100万ドルをデジ
タルの利用しやすさ向上に割
り当て

サウジアラビアの通信・情報技術
省は、デジタルインフラ向上と遠
隔地支援のため、政府から90億リ
ヤル、大手電気通信会社から60億
リヤルを拠出してユニバーサルサー
ビス基金を発足

ニュージーランド政府は、農
村部のブロードバンド基盤
を更新するため、2020年4月
に最大1,500万ニュージーラ
ンドドルの投資を発表

フランス政府は、デジタルトラ
ンスフォーメーション、インフラ、
スタートアップ向け投資として
84億米ドルを計上

エジプト通信・情報技術省のデジ
タルエジプトプロジェクトは、全
政府機関に光ファイバーケーブル
接続網を整備するために総額3億
7,500万米ドルを割り当て

マレーシア連邦の2021年
予算では、サイバーセキュリ
ティ、IoT、コネクティビティ、
デジタル人材、中小企業の
デジタルトランスフォーメー
ション等の分野に計2億
4,250万ドルを配分

韓国のデジタルニューディー
ル政策の一環として、政府は
公共インフラの更新のほか、
経済全体でデータやAIの利
用を促進するため5 8兆
2,000億ウォンの投入を計画

COVID-19に対応したデジタル投資



リモートワークには、リモートデスクトップからバーチャルプ
ライベートネットワーク（VPN）までさまざまなソリューション
がありますが、これらのソリューションに頼っていた多くの行
政機関は、パンデミック下でのリモートワークの急拡大に対
応するには、それでは十分ではないことに気づきました。一
方、クラウドはその性質上、より迅速な拡張が可能なため、
シームレスなテレワークへの移行が可能でした。例えば、カ
リフォルニア州では、州政府が早くからクラウド化に取り組
んでいたため、20万人近くの州職員の90%がスムーズにテ
レワークに切り替えることができました6。

クラウドへの移行は、職員のリモートワークだけでなく、政
府から市民への情報発信に
も役立ちました。例えば、シ
ンガポールでは、公的機関
がオムニチャネルのクラウド
ベースのコミュニケーション
ツール「Postman.gov.sg」を
活用し、重要な最新情報を
市民に一斉送信しています。
2020年11月時点で、この
ツールを使って130万件以上のメッセージが共有されていま
す7。

iii) 「政府全体」のデジタルアーキテクチャの構築
パンデミックは、まったく新しいサービスへの需要も生み出
しました。これまで、ソーシャルディスタンスに係る規制の策
定や超低温でのワクチン輸送の手配を計画していた政府機
関はほとんどありませんでした。こうした課題は、政府内の
多くの部門にとって初めての経験だったかもしれませんが、
ほかに事例がなかったわけではありません。成功の鍵は、政
府内の1部門で過去に作成された重要なソリューションを別
の部門でも利用できるようにする、「政府全体」のデジタル
アーキテクチャを構築することです。

このコンセプト自体は新しいものではありませんが、迅速な
サービス提供と行政機関全体の継続の必要性がパンデミッ
クによって浮き彫りになり、改めてその重要性が高まってい

ます8。こうした効率的な仕組みを構築することによって、政
府は、市民に対する情報発信力の強化、セキュリティの向
上、行政機関同士の連携を図ることができました。これは、
GOV.UKなどのプラットフォームが達成しようとしている内容
です9。中央政府と地方政府のいずれも、GOV.UK Design 
System、GOV.UK Notify、GOV.UK Pay等のツールを活用し、
パンデミック下で迅速なサービス提供を実現できています。
例えば、英国内務省は、GOV.UK Payの決済連携機能を追加
することで、従前は職場での手作業が必須だった決済業務
を省力化するオンライン決済ポータルを数週間で開発する
ことができました10。

他の例では、国連の情報・通
信技術の専門機関である国
際電気通信連合（ITU）が、エ
ストニア政 府 、ドイツ政 府 、
Digital Impact Alliance(DIAL)
と協力し、資源の乏しい国に
おけるデジタルトランスフォー
メーションを促進しています。
このコラボレーションは、安全

で、再利用可能で、相互運用可能な構成要素を基にデジタ
ルガバメントのプラットフォームを構築することで、そうした
国がバックエンドシステムの開発に大量の資源を費やすこ
となくデジタルサービスを配備、拡張できるようにすること
を計画しています11。アフリカの30カ国が連携し、アフリカに
知識経済を根付かせることを目指す「スマートアフリカ」は、
このイニシチアチブを実施する最初のパートナーです12。

2. 行政機関のデジタル人材の育成
政府のデジタル化を加速するにはデジタルインフラの構築
が必要ですが、それだけではデジタル化に向けた勢いを持
続することはできません。そのためには、デジタルに精通し
た人材の育成も欠かせません。パンデミックによって、公共
部門でも技術に精通しデジタルに強い人材の必要性が高
まっていることが明らかになりました。そのため、政府は職
員のデジタルリテラシーを向上させる取り組みを推進して
います。

クラウドへの移行は、職員の
リモートワークだけでなく、
政府から市民への情報発信
にも役立ちました。
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例えば、英国政府は2020年9月に発表された国家データ戦
略の一環として、2021年までに行政機関でデータサイエン
ス分野のアナリストを500人育成する計画を発表しました13。
同様に、米国行政管理予算局は、データサイエンス関連のス
キルを再強化するパイロットプロジェクトを実用段階に移
し、指導者を配置して各所属機関のデータセットを分析させ
ています14。別の例では、アブダビ政治大学院とアブダビデ
ジタル庁が共同で、2020年12月にアブダビの行政機関の人
材の技術的スキルの水準を引き上げるための専用プラット
フォームを立ち上げました15。

スキルを持つ人材を行政機関に抱えることは大きな強みで
あり、幅広いパートナーから関心を集めています。世界経済
フォーラムと共同で創設されたアフリカのDigital Skills for 
Public Service Employeesイニシアチブは、アフリカの参加
国の政府職員が、経済の立て直しに必要なスキルを習得す
るのを支援する取り組みで、最大250人の職員が無償でト
レーニングを受けられます16。インドのMission Karmayogi
も、官民モデルによって公務員にデジタル技術を教育するこ
とを目的としたサブスクリプション型のスキル開発プログラ
ムです17。パンデミックに伴うデジタル需要がきっかけではあ
るものの、こうしたプログラムを通じてスキルを習得した人
材は、今後も市民サービスの提供に貢献するでしょう。

3. 市民の利便性向上への投資
最後に、デジタルソリューションの拡充とサービスのバー
チャル化の促進の成果は、市民がそうしたサービスを利用で
きて初めて完全に実現するものです。したがって、デジタルソ
リューションの利用しやすさを、特に社会的に最も取り残さ
れた人々のために向上させる公共インフラの構築が必要と
なります。

いくつかの国は、今後数年間にわたりデジタルインフラ支出
を大幅に引き上げるイニシアチブを発表しています。こうし
た支出は、インフラのアップデートやインターネットの利用

増に対応するための光ファイバーネットワークの敷設、デジ
タルサービスの利用しやすさに関わるコミュニティ間の「デ
ジタルデバイド」の解消などに投資されます。

例えば、スペイン政府は今後3年間でデジタルインフラに200
億ユーロを投資する計画で、さらにデジタル・スペイン2025
計画の一環として500億ユーロの民間投資が計画されてい
ます18。また、フランス政府は、公共情報システムの更新、高
齢者のデジタル利用促進政策強化などのデジタル投資とし
て70億ユーロを予定しています19。

スマートフォンを使って行政サー
ビスにアクセスする市民が増え
ているため、モバイルの利用のし
やすさ向上も重要です。
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スマートフォンを使って行政サービスにアクセスする市民が
増えているため、モバイルの利用のしやすさ向上も重要で
す。タイを例にとると、同国政府のタイランド4.0 デジタル回
復計画は5Gネットワークを重要な要素として挙げており、行
政機関と民間企業の協力関係を促進しています20。スコット
ランド政府も、スコットランド5Gコネクトプログラムの下、全
国に5Gサービス網を拡大するためのハブの構築に400万ポ
ンドを支出すると発表しました21。オーストラリア政府は、5G
の商用利用の実験や主要産業セクター向けの試験環境な
ど、5Gの普及加速に約2120万米ドルを配分しています22。

1. Gartnerの予測によると、世界各国の政府のIT投資はデバ
イス、データセンターからソフトウェア、ITサービスに移行
しており、これらを合わせて、2021年の政府のIT投資額
（4520億ドル）の約半分を占めると見込まれます23。

2. 米国ではバイデン政権が、米国政府で共通のIT・サイバー
セキュリティサービスを導入するため、Technology Mod-
ernization Fundに90億ドルを追加拠出することを提案し
ています24。

3. COVID-19対応のリーダーとして認知されている韓国は、
経済協力開発機構（OECD）の2019年デジタル政府指数
でも最高位にランクされています25。

パンデミックは、政府のデジタル成熟度の転換点となってい
ます。デジタルトランスフォーメーションの加速に向けた初期
の取り組みは成果を上げていますが、政府はこの勢いを継
続する必要があります。つまり、行政機関は最新のデジタル
対応能力に移行するため一貫したアプローチを取る必要が
あります。いくつかの重要な要素を以下に挙げます。

・柔軟な業務体制の採用。変化する状況の中において行政
機関がうまく適応するのを支援できるビジネスモデルを展
開します。エンドツーエンドの組織構造を見直し、最適化に
影響を与える縦割りを打破します。

・柔軟性と拡張性のあるインフラの構築。運営プロセスの拡
張性と敏捷性を備えたクラウドシステムを活用します。

データに見る徴候

今後に向けて
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・インテリジェントワークフローの構築。AIやオートメーショ
ンを継続的に活用して、効率の改善と、人材の高付加価値
業務への配置転換を図ります。

・インフラのレジリエンスの強化。中央と周辺インフラ（ネッ
トワークとIT）、アプリ、デバイス、データのセキュリティを確
保するためのサイバー対応とレジリエンスを提供します。
環境の変化に応じて、状況の正確な把握とアクセスポイン
トの管理ができるように複数システムにおけるID連携を可
能にするIDフェデレーション管理方式を採用します。

・デジタルに精通したオープンな人材ネットワークの構築。
人間と機械のコラボレーションを支援し、人材の強化とよ
り良いサービスの提供を図ります。さらに、トレーニングと
スキルアップによりデジタルマインドを醸成します。

・抑制を効かせたデジタルトランスフォーメーションの加
速。加速すべきデジタルトランスフォーメーション分野を特
定し、市民のエクスペリエンスの向上と優れた現場での対
応について、バランスを図ります。

・デジタルトランスフォーメーションの勢いの継続。パンデ
ミック下で迅速に行動できた経験を生かして、デジタルトラ
ンスフォーメーションのペースを継続するための拠り所を
固めます。

18

ガバメント・トレンド 2021（日本編纂版）



1.　Elaine Knutt, “Take out the tedious: Robotic automation in government,” Global Government Forum, October 14, 2020.

2.　Brandi Vincent, “Agencies lean into automation during the COVID-19 pandemic,” Next Gov, May 14, 2020.

3.　Michel Rose, “France launches AI voice assistant to help coronavirus patients,” US News and World Report,April 27, 2020.

4.　BNamericas, “Brazil turns to AI to track ballooning COVID-19 cases,” April 1, 2020.

5.　Deloitte survey of government officials.

6.　Adam Stone, “2020 puts cloud computing in government to the test,” Government Technology, September, 2020.

7.　Open Government Products, “Postman.gov.sg,” accessed January 8, 2021.

8.　U.S. General Services Administration, “Technology transformation services,” accessed January 8, 2021.

9.　Government Digital Service, “About us,” accessed January 8, 2021.

10. Miriam Raines and Mark Buckley, “How government as a platform is meeting challenges posed by coronavirus,” 　　　　
GOV.UK, May 13, 2020.

11. International Telecommunication Union, “ITU, Estonia, Germany and DIAL join forces to accelerate digital transformation of 
government services,” October 27, 2020; Toolkit Digitalisierung, “ICT building blocks: Cooperation in powering digital 
transformation,” accessed January 8, 2021.

12. Ibid; Smart Africa, “The beginning of a new era,” accessed January 8, 2021.

13. The UK Department for Digital, Culture, Media, and Sport, “National data strategy,” December 9, 2020.

14. Nicole Ogrysko, “How the pandemic is upending agency views on employee reskilling,” Federal News Network, August 26, 2020.

15. Zawya, “Abu Dhabi School of Government & Abu Dhabi Digital Authority partner with Microsoft to upskill the Emirate’s Public 
Sector workforce,” December 9, 2020.

16. Edacy, “Digital skills for public sector employees,” accessed January 8, 2021.

17. Times of India, “Cabinet approves ‘Mission Karmayogi’ for civil servants: What it means,” September 2, 2020.

18. Pedro Sánchez, “Speech at event to present launch of Digital Spain Digital 2025,” La Moncloa, July 23, 2020; Thomas Gualtieri, 
“Spain to invest 20 billion euros through 2022 in digitalization,” Bloomberg, July 23, 2020.

19. Romain Dillet, “France to spend $8.4 billion on digital as part of stimulus plan,” Tech Crunch, September 3, 2020.

20. Joe Devanesan, “Thailand 4.0? A digital recovery powered by 5G,” Techwire Asia, July 22, 2020.

21. Kevin O’Sullivan, “Scottish Government invests £4m in network of ‘5G hubs’ to accelerate adoption of next generation 
connectivity,” Futurescot, September 17, 2020; The Scotland 5G Centre, “S5GConnect Programme,” accessed on January 27, 
2021.

22. Prime Minister of Australia, “Digital business plan to drive Australia’s economic recovery,” media release, September 29, 2020; 
Juan Pedro Tomás, “Australia invests over $21 million to accelerate adoption of 5G in industries,” RCR Wireless News, October 
2, 2020.

注釈

19

ガバメント・トレンド 2021（日本編纂版）



23. Egham, “Gartner forecasts global government IT spending to decline 0.6% in 2020,” Gartner, August 5, 2020.

24. Billy Mitchell, “Biden calls for ‘most ambitious effort ever’ to modernize federal IT, cybersecurity,” FedScoop, January 15, 2021.

25. OCED, Digital Government Index (DGI): 2019 results, October 14, 2020; Jim O’Neill, “South Korea’s economy is doing better 
than any other OECD country,” World Economic Forum, August 24, 2020.

20

ガバメント・トレンド 2021（日本編纂版）



執筆者

謝辞

Meghan Sullivan is a principal at Deloitte Consulting who leads Deloitte’s strategy and growth for Cloud
in our Government and Public Services (GPS) practice. In addition, Sullivan specializes in helping State
Health and Human Services Departments with large-scale system implementations.

Meghan Sullivan | msullivan@deloitte.com

Joel Bellman is a partner in Deloitte Digital. He leads Digital Government & Public Sector practice. He
helps public bodies design digital solutions that cut costs, improve policy outcomes, and provide better
experiences for customers and staff. He and his team specialize in four services: digital strategy,
governance of agile projects and digital delivery, designing service delivery models for the digital age,
and building digital solutions.

Joel Bellman | jbellman@deloitte.co.uk

Jamie Sawchuk is one of Deloitte’s global digital government leaders and innovators. From his home in
Canada, Sawchuk works with global clients and inclusive ecosystems to create resilient, digitally
enabled and cybersecure services that are equitably accessible to all citizens regardless of race,
gender, geography, or economic status. Sawchuk is a frequent speaker on Digital Disruption and is
currently working with the World Economic Forum–Center for the Fourth Industrial Revolution–
Breaking Barriers initiative.

Jamie Sawchuk | jsawchuk@deloitte.ca

Joe Mariani is a research manager with Deloitte’s Center for Government Insights. His research focuses
on innovation and technology adoption for both national security organizations and commercial
businesses. His previous work includes experience as a consultant to the defense and intelligence
industries, high school science teacher, and Marine Corps intelligence officer.

The authors would like to thank Neha Malik from the Deloitte Center for Government Insights for
driving the research and development of this trend.

The authors would also like to thank Thirumalai Kannan D and Dimple Jobanputra for their
research contributions.

Joe Mariani | jmariani@deloitte.com

21

ガバメント・トレンド 2021（日本編纂版）



個人のニーズに基づくサービス提供などによる、
優れたカスタマーエクスペリエンスの提供

シームレスなデジタル体験

ームレスなデジタル体験の提供という点で、行
政機関は民間企業と比べて後れを取っていま
す。2019年にForresterが発表した「US Federal 

Customer Experience Index（米連邦カスタマーエクスペリ
エンス指数）」で「悪い」又は「非常に悪い」というスコアが付
いたのは、民間企業でわずか14%だったのに対し、行政機関
では80%に上りました1。顧客が期待するようになったシー
ムレスなデジタル体験と、行政機関が提供する従来型の
サービスには大きな差があるのです。

では、シームレスなデジタル体験には何が必要なのか以下
で紹介します。

パーソナライズ：サービスを個人のニーズや関心、環境に合
わせること。「画一主義」とは反対に、サービス提供者が顧客
をよく理解し、それぞれに合わせた体験を生み出すよう努め
ることを指します。

ワンストップ：顧客がほとんど又は全く何もしなくてもサー
ビスを受けられること。わざわざ自分から苦労して情報を入
手しに行ったり、手続きでイライラしたりすることもなく、欲
しいと思ったものを簡単に手に入れられる「ワンクリック」型
の買い物やアプリのようなものを指します。

プッシュ型：サービス提供者側が、相手が次に欲するものを
見越して先回りで提供すること。Netflixが視聴者の見たいコ
ンテンツを予想し、エンドクレジットが流れる際に新作を表
示するように、行政機関も住民や企業のニーズに先回りして
対応できるような、よりシームレスで個別対応能力の高いデ
ジタルプラットフォームを提供する必要が出てくるでしょう2。

シ
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行政機関によるシームレスなデジタル体験はこの数年で大
きく発展し、多くの活動にパーソナライズされたサービスが
取り入れられるようになってきています。例えば、サウスカロ
ライナ州教育省では教育の個別化に向けた専門課を設立
し3、教職員が生徒それぞれのプロフィールに合わせて授業
をカスタマイズできるようになりました4。また、いくつかの州
では、給付金の申請、受給更新予定、本人確認書類の不足
の通知を、申請者の指定した連絡方法で、自動かつ申請者
の個々の状況に合わせて送信するようになってきています5。

行政機関は、シームレスなサービスの提供に
ついて少なくとも20年前から取り組んできま
した。ベルギーでは、税務申告において以前の
申請内容に基づいて必要情報を事前入力す
る仕組みを1995年に試験導入しています6。世
界中の公的機関がカスタマーエクスペリエン
スの向上を目指すようになり、こうした珍しい
取り組みも今では当たり前になりつつあります。スウェーデ
ンのストックホルム市では、2019年にMaaS実証プロジェク
トで「UbiGo」を導入し、スマートフォンのアプリ一つで公共
交通機関、レンタルバイク、カーシェア、タクシーの利用が可
能になりました7。この統合型アプリのおかげで、市民はさま
ざまな交通機関の選択から決済までシームレスに行えるよ
うになったのです。

プッシュ型通知に関しては、エストニアが2000年に国民の健
康記録と遺伝子に関するデータベースを構築した例があり
ます。これに付随したDNA分析サービスにより、国民は自分
がかかりやすい病気を通知され、適切な予防を行うことが
可能になりました8。実際、世界各国には、乳がんや心臓疾患
の予防対策として精密医療を導入している病院や医療提供
機関が数多くあります9。

さらにシームレスなデジタル体験を提供しようと、行政がテ
クノロジーの活用で大幅に前進してきたことは間違いあり
ません。ただし、まだまだ前進できるチャンスはあります。デ
ジタル技術は、パーソナライズ、ワンストップ、プッシュ型とい
う三つの要素が合わさったときに真の力を発揮するのです。

シームレスなデジタル体験の提供という目標の達成に向け
て行政機関が行っている戦略は主に三つあります。それは、

「サービスの完全デジタル・非接触化」、「ライフイベントを中
心としたプッシュ型サービスの設計」、「シームレスなサービ
ス提供を可能にするインフラ整備」です。

完全なデジタル化（サービスデザイン、バックエンドの処理、
サービス提供を含む）に取り組むには、行政業務のほぼすべ
ての面を見直し、暗黙の常識も疑う必要があります。 

今はロボットが業務をサポートしてくれて、店に行かずとも
買い物ができ、紙でなくとも新聞が読める時代です。「職場は
必要か？」、「本人確認書類は紙である必要があるのか？」と
いう根本的な問いが突き付けられています。

デジタル技術は、パーソナライズ、ワンス
トップ、プッシュ型という三つの要素が
合わさったときに真の力を発揮します。

シームレスなデジタル体験を
実現しつつある行政機関

サービスの完全デジタル・非接触化
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シームレスなサービス提供の戦略と取り組み

オーストラリアでは、厚生福祉省が
「myGov」システムでNetflix方式によ
るサービス提供を実施し、行政機関と
の過去のやりとりを基に、次に必要と
なるものを利用者にアドバイスしてい
ます。

シンガポールでは、各行政
機関がプッシュ型やパーソ
ナライズ化したサービスを提
供するにあたり、その指針と
なる省庁デジタル化計画を
打ち出しました。

米国では、The 21st-century 
Integrated Digital Experience 
Act（21世紀統合デジタルエクス
ペリエンス法：2018年12月制定)
により、国民のデジタル体験向上
を行政機関に義務づけています。

アルゼンチンでは、パーソナライズ
化した行政サービスの構築をデジタ
ル政府戦略目標に掲げ、デジタルプ
ラットフォーム「Mi Argentina」を創
設しました。

ニュージーランドでは、終末期
・出産を中心としたライフイベ
ントに基づく行政サービスを提
供しています。

マレーシアでは、住民が
「MyGovernment」の
ポータルにアクセスし、
ライフイベントに基づい
た情報やサービスを入
手できます。

エストニアでは、出産に加
えて、身内の死亡、結婚、
定年退職、徴兵も含めた、
ライフイベントに基づく
行政サービスを提供して
います。

スウェーデンでは、子ど
もが生まれた家庭に出
産初月から児童手当を
支払っています。

デンマークでは、子ど
もの生まれた家庭が
申請をしなくてもすぐ
に家族手当を受け取
れるようになってい
ます。



例えば、米国の一部の州ではメディケイド（低所得者層や
身体障害者向けの公的医療保険制度）の新規申請者や更
新者の資格判定作業を「非接触」で行っています。行政機関
で保有している受給者に関するデータをシステムから抽
出し、データが見当たらない場合や書類確認が必要な場
合にのみ、ケースワーカーが申請者に接触する形を取って
います10。

行政機関のこうしたデジタル化はもう目前まで来ているよ
うです。しかも、COVID-19のパンデミックによって人と人との
接触がますます危険になっ
ていることから、非接触サー
ビスの必 要性が急速に高
まっています。テレワーク、遠
隔医療、バーチャル法廷、許
認可申請のオンライン化ま
で、行政機関による非接触
のデジタル市民体験は新た
なフェーズに入りつつあり
ます。

検査：COV I D - 1 9によって
ロックダウンが敷かれた際、
カナダのオンタリオ州アル
コール・賭博委員会は、大麻
販売店の検査を対面式から
オンラインに切り替えまし
た。パンデミックが始まって
以来、こうしたオンラインで
の検査を数百件行っていま
す11。米国・コロラド州のボー
ルダーでは、建築物の安全
点検をオンラインで始めま
した12。

裁判：エストニアでは裁判システムをオンラインに移行し、
国民はe-Justiceと呼ばれるプラットフォームを使って本人
証明や提訴を行えるようになりました。裁判所側もこの同じ

プラットフォームを使い、署名とタイムスタンプを施し暗号化
した書類を、セキュリティ上安全な形で事件関係者全員に
送信しています13。また、オーストラリア・ニューサウスウェール
ズ州の裁判所では、指示審問や上告、保釈申請に今後もバー
チャルテクノロジーを活用していく計画を立てています14。

医療：医療機関も多くがオンラインに移行しています。米国
では、実際のメディケイドカード（保険証）がなくても画面を
カード代わりにしてサービスを利用できるモバイルアプリを
開発した州や、ログイン形式やモバイルアプリでメディケイ

ドカードを印刷できるようにし
た州もあります15。日本では、
診療所や病院でコロナ患者
のクラスター が発 生したた
め、遠隔医療の規制が一時的
に緩和され、初診の患者をオ
ンラインで診療できるように
なりました16。ポストコロナの
時代では、スマートヘルスケ
アがますます重要になってい
くかもしれません。例えば、病
院や空港、職場で、5Gによって
体温の測定と分析が自動的
に行われるといったことが考
えられます17。

デジタル化に意識を振り向け
ることで、山ほどある用紙が
不要になり、利用者との接触
を減らすことができます。皮肉
なことに、「非接触化」を推進
することが利用者と接するた
めに最適な方法になることも
あるのです。 

「非接触」サービスの最終形態はもちろんサービスの自動提
供です。次のアプローチでは、これが最も重要となります。

デジタル化に意識を振り向け
ることで、山ほどある用紙が
不要になり、利用者との接触
を減らすことができます。
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サービス提供を従来の縦割り式からライフイベントに基づく
方式に切り替えたことで、行政機関のサービスはさらに向上
し始めています。ライフイベントをきっかけにしたサービス提
供には大きな効果が二つあります。一つは、サービスの提供
開始に必ずしも住民の関与が必要ではない点です。もう一
つは、あるライフイベントを契機に複数のサービスを提供で
きるようになる点です。

ライフイベントの代表例と言えば出産です。これをきっかけ
に、医療の提供や、育児休業給付金など給付金に関する受
給資格認定など各種行政サービスの提供が始まるはずです
が、実際はそうなっていないことがほとんどです。現状は子
どもが生まれると、親になったばかりでただでさえストレス
を抱えている夫婦が、ややこしい事務手続きを山のように行
う必要があります。 

ただし、こうした状況も変わりつつあります。例えば、オース
トラリアでは2014年より、子どもが生まれた人は申請をしな
くても国の家族手当制度に登録されるようになりました18。
審査手続きは、病院と税務署などの機関で自動的に行って
くれるため、手が空いた職員は他の業務を行えるようになり
ました19。

また、エストニアでは2019年に、政府の住民登録台帳から出
生データを毎晩自動的に取得するシステムを開発しました。
家族手当の受給資格があると見なされた親のもとには、す
ぐに登録の通知が送られるようになっています。確認には1
分もかからず、指定した銀行口座に給付金が自動的に振り
込まれます20。

あるイベントを契機にサービスの自動提供を始めるこのモ
デルは、失業、定年退職、怪我・病気、住宅購入、出生、死亡、
入学等、さまざまなライフイベントに適用することができま
す。

雇用：フィンランドでは、AIを使ったプログラム「Aurora AI」で
行政サービスを統合し、転職を余儀なくされている住民に対
してどのサービスが最も役立つかを割り出すサポートを行っ
ています。例えば、パンデミックにより職を失い再教育が必
要となった人に最も人気の高い研修をアドバイスしてくれ
る、といったサポートも考えられます21。

起業：オーストラリア・ニューサウスウェールズ州では、新しく
事業を始めようという事業家向けにワンストップポータルを
提供しています。起業にあたって必要な費用、書類、法的要
件、税金、商標に関する概要がサイトにまとめられています22。
また、コンシェルジュサービスも提供しており、事業者の免
許の確認や認定、他の機関との連絡、森林火災やCOVID-19
の影響を受けた事業者のサポートなどを行っています23。

就学：米国では、大学進学希望者がオンラインで奨学金の
申請を行うことができます。所要時間は10分です。課税情報
が内国歳入庁から直接取得され、申請者の情報も翌年の申
請用に保存されます24。

出生：ニュージーランドでは2018年に「SmartStart」ツール
の運用を開始しました。このツールを使えば、子どもが生ま
れた親は一つのオンラインポータルから行政機関の各種
サービスにアクセスでき、生まれた子どもが生涯利用するデ
ジタルIDの申請をすることもできます25。

ライフイベントを契機としたサービス提供はプッシュ型サー
ビスの最たるものです。特に優れているのは、そのイベント
を起点にバックエンドの処理を統合し、データの保存・分析
を行い、各種サービスが必要になりそうなタイミングを予測
できる点です26。これにより、住民の多くが給付金を申請する
必要がなくなるため、余計な時間を節約でき、行政の効率も
向上します。ただし、こうしたシームレスなデジタルサービス
を実現するには、成熟したデジタルインフラが必要となりま
す。これこそが、今、多くの政府が実現に向けて取り組んでい
る課題です。

これまで見てきたように、パーソナライズ化したスムーズな
サービスの提供には強力なデータ共有メカニズムが必要で
す。しかもそのデータは、サービスに対するニーズをあらかじ
め予測できるよう高度なAI技術に対応した形式でなければ
なりません。真にシームレスなサービスの多くは、市民（顧
客）を全方位から把握できるデジタルプラットフォームと固
有のデジタルIDが基盤になっています。シームレスなデジタ
ルサービスの提供に欠かせないこうした強力なデジタルイ
ンフラに重要な要素を、以下に紹介します。

ライフイベントを中心とした
プッシュ型サービスの設計

シームレスなサービス提供を
可能にするインフラ整備
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デジタル体験：顧客にとってのシームレスとは、場所や時間
を問わず、好きなデバイスからサービスにアクセスできるこ
とを指します。また、いつでもつながり、エンドツーエンドの
デジタル体験が生み出されることでもあります。例えば、米
国の大半の州では補助的栄養支援プログラム（以前はフー
ドスタンプと呼ばれていたもの）の扶助を利用して食料品を
オンラインで購入することができます27。

デジタル認証：行政機関が国民や事業者の該当データにア
クセスできるようにする統一された固有のデジタルIDは、ス
ムーズなサービスの提供に欠かせません。インドでは、国民
一人ずつに固有のデジタルIDを発行するAadhaarと呼ばれ
るシステムを使って、COVID-19に関する給付金の支払いを
行い、ロックダウン中、3億人以上を対象に2,800億ルピー
（38億米ドル）を支払いました28。

データ共有：エストニアではX-teeプラットフォームを使うこ
とで、行政機関の組織間でデータ共有をリアルタイムに行え
るようになり、公共サービスを効率化、円滑化、合理化するこ
とができました29。また、このプラットフォームはデータ共有
のため民間部門の組織でも利用されています。X-teeを利用
している行政機関は166にも上り、確定申告や社会保障給
付金の本人確認まで各種サービスを提供しています30。

インテリジェント技術：行政機関がパーソナライズされた
サービスを提供するには、AIなどのスマートテクノロジーが
役立ちます。エストニアでは、AIと機械学習を用いて求職者
の経歴を分析し、その人に最適と思われる求人を紹介して
います。就職アドバイザーの紹介による成功率が58%だった
のに比べ、このジョブマッチング制度は72%の成功率を誇っ
ています31。

・オーストラリアのある調査では、「政府は最困窮者に支援
を振り向けるためにデータを利用すべきだ」との質問に
「絶対にそうすべきだ」又は「どちらかといえばそうすべき
だ」と答えた人が90%以上に上りました32。

・フィンランドでは、コロナ禍における行政機関の電子サー
ビスの利用率が30%も急増しました33。

・米国の行政機関幹部に対するある調査では、統一したカス
タマーエクスペリエンスを提供することで組織に大きなメリッ
トがあったと考える人が80%に上りました。また、COVID-19を
受けて、組織にとっての最優先事項がサービス提供のデジ
タル化であるとした人は67%に上りました34。

・オーストラリアでは、行政手続きをデジタルプラットフォー
ムに移行すれば、国民1人当たり年間で8時間分の時間を
節約できると期待されています35。

データに見る兆候
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行政目線から住民目線への移行。行政の縦割り組織を中心
に考えるのではなく、住民のニーズを中心に基準やプロセス
を作り変えます。

デジタルIDの採用。パーソナライズされたサービスの提供
実現を目指します。

データ利用の重視。住民のニーズを見極め、それを基に行
政手続きを作り変えて一貫したサービスを提供します。ま
た、行政機関同士で連携して住民のデータを共有し、シーム
レスなサービスを提供します。

デジタル体験プラットフォームへの投資。住民や事業者がそ
れぞれに合ったサービスを受けられるようにします。

統合データ管理システムの採用。「ワンスオンリー」原則を推
進し、住民や事業者が行政機関に一度情報を提供するだ
けで複数のサービスを受けられるようにすることを目指し
ます。 

サービス提供のプロセスとワークフローの見直し。AIなどの
新しいテクノロジーを取り入れます。

文化の変革。行政機関に住民第一のマインドセットを植え
付けることで、スムーズなパーソナライズされたサービスの
提供を実現します。職員のスキルセットを再考することもそ
の一つです。

今後に向けて
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多様な働き方に適応する職場環境の実現

働く場／働き方の自由化

OVID-19は、今日私たちが知っている形の仕事
が、オンライン環境でも継続できるのか、という
試練を世界に課しました。この壮大な実験に

よって、行政機関を含む多くの人々のテレワークに対する考
え方が変わりました。必要性に迫られ在宅勤務となり、オン
ライン前提の働き方に移行した結果、ほとんどの人がテレ
ワークでも支障なく効率的、効果的に業務を遂行できること
が示されました。

COVID-19のパンデミックの最中に行政・民間の職員が在宅
勤務を続けていくに従い、各組織は容易に元に戻せない変
化を経験する可能性があります。業務はこの状況に適応せ

ざるを得ないと思われ、人材は違ったタイプのライフバラン
スに落ち着く可能性があります。安全にオフィスに戻れるよ
うになったとき、職員は同じ業務には戻らないかもしれませ
ん。自分の業務の性質や役割に求められる内容が、以前と
は変わってしまったと考える人もいるかもしれません。

テレワークは、短期的な不自由というだけでなく、長期的な
変革の第一歩であり、それがCOVID-19によって加速しただ
けかもしれません。私たちは今、場所から解放され、どこから
でも働けるようになりました。そのことが、私たちの働き方、
働く場所、協力しながら効率よく働くために必要な要素の大
部分を変えようとしています。

C
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これらの利点は以下の四つのカテゴリーに分類されます。

生産性の向上：テレワークにおいては、従来のオフィス環境
のように気を散らすことも、通勤に時間を費やす必要もない
ため、職員の生産性が向上します。カナダ財務委員会のジャ
ン・イブ・デュクロ議長は、在宅勤務をしている連邦政府職
員の多くは生産性が向上したと報告しています1。

効率・コスト節減：テレワークは事務費用の削減につながり
ます。オフィス用品、事務所、備品、飲食品、管理サービスの
費用が減少するためです。データによると、米国でテレワー
クの対象になる連邦職員全員が勤務時間の半分を在宅勤
務にするだけで、連邦政府に必要なオフィススペースが25%
減少するということが示されました2。

職員の意欲向上：テレワークによって場所と時間
の柔軟性を与えられると、職員は業務に対して積
極的になり、また権限を与えられていると感じる
ようになります。調査の結果、在宅勤務を行う政府
職員は、在宅勤務をしない職員に比べて、積極的
に取り組む人が16%、満足している人が19%多く、離職が予
想される人は11%少なくなっています3。

採用可能な人材の増加：どんな場所からもオンラインで働
けるようになると、行政機関が採用可能な人材（特に人材を
見つけづらい職種やスキルが不足している「ホットスキル」
分野）は、広がります。柔軟さを提示することで、行政が若手
人材の就職先として選ばれるようになり、民間企業に対する
競争力を維持できます。

COVID-19の感染拡大によってマーケットの状況や消費者の
要求が毎日のように変化する中、迅速に対応する必要性か
ら、各組織は働き方改革に取り組んできました。これは行政
も同じで、ごく短期間でテレワーク規定を刷新し、ITインフラ
を刷新しなければなりませんでした。

パンデミックによって各組織は、出勤かテレワークか、の二
択を超えた対応を迫られました。職員は業務内容に応じ、最
も生産性が上がり積極的に業務ができる場所で仕事をする
べきとの考えに基づき、多くの人が融通の利く職場という概
念を受け入れ始めています。この概念には、勤務日や時間を
職員側で変更できる融通の利く勤務時間、融通の利く休暇
制度、融通の利く勤務場所、融通の利く業務内容（オンライ
ン申請化やペーパレスによる業務内容の再構成）が含まれ、

職員が自身のキャリア形成のために段階的退職や季節労
働などの方式を利用する、融通の利く職種という考え方まで
あります。

2020年4月、アラブ首長国連邦（UAE）政府は、パンデミック
の最中だけでなく、今後もフルタイム又はパートタイムの一
部の職員にテレワークを認める規定を施行すると決定しま
した4。

パンデミックによって各組織は、出勤
かテレワークか、の二択を超えた対応
を迫られました。

テレワークを恒久的な
働き方とすることの利点

融通性のある職場の出現
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行政機関における融通の利く職場

クイーンズランド州政府の公共
サービス委員会は、「全職種のフ
レックス化」アプローチを採用し、
上級管理職を含めたすべての職
種で柔軟な勤務形態を取ること
ができます。

シンガポールのFlex@PSD
は、職員に業務のスケジュー
ル、場所、作業量を柔軟に設
定することを認めています。

米 国 海 軍 は、テレ
ワーク人員を25万
人から50万人に倍
増させる計画です。

ニュージーランドは、政府全体
で「柔軟な働き方が原則」とい
う方針を導入しました。

英国議会デジタルサービスは、
オンライン議会を促進し、議員
に技術サポートを提供するデジ
タルウェルビーイング作業部門
を創設しました。

カナダのGC Talent 
Reserveは、政府機
関がスキルを持つ職
員を特定し、優先分
野に割り当てるため
のツールです。

韓国は、個々人向けに編
成された学習機会を公務
員に提供するAIベースの
プラットフォームを開発し
ています。

スペイン政府職員労働
組合と領土政策・行政省
は、政府職員に週4日の
テレワークを認めること
で合意しました。

アイルランドは、パブリッ
クセクター全体で職員
を再配置するため、移転
可能なスキルをマッピン
グするツールを開発しま
した。

UAE政府は、パンデミック
の最中だけでなく、今後
もフルタイム又はパート
タイムの一部の職員にテ
レワークを認める規定を
施行しました。

フィリピン公共サービ
ス委員会は、テレワー
ク、時差出勤、コンプ
レストワークウィーク
（週の労働時間を通
常より短い勤務日数
に圧縮すること）など、
公務員に柔軟な選択
肢を提供しています。



ニュージーランドは、2018年に政府全体で「柔軟な働き方が
原則」という方針を導入しました。このモデルは、2020年末
までに全面的に実施され、別途判断すべき十分な業務上の
理由がない限り、すべての職種が柔軟な働き方に適している
と想定するものです。あらゆる状況で何もかも柔軟にするの
ではなく、職種ごとにどのアプローチが実現可能かを雇用主
となる政府が判断します。例えば、住民に直接対応する職員
の在宅勤務は難しいかもしれませんが、始業と終業の時間
を変えることはできるかもし
れません。2019年11月現
在 、中 央 政 府の3 2の公 共
サービス部門のうち15部門
が、柔軟な勤務条件を試験
的に提供しています5。

AIとクラウド技術の利用に
よって、行政機関は業務を再
構 成しやすくなりました。
2020年のNASCIOレポートに
よると、米国の約4分の3の州
が、パンデミックで問い合わ
せが殺到したCOVID-19、失
業保険、その他の行政サー
ビスに関する質問応答用に
チャットボットを導入しまし
た。例えば、テキサス州労働
力委員会の「Larry the Chat 
Bot」は4日間で設置され、
約120万人からの問い合わ
せに対応しています6。

COVID-19のパンデミックは、人々や企業が、いかに敏速に動
けるかを示しました。米国では、政府機関の中でも国土安全
保障省、全米労働関係委員会、雇用機会均等委員会が特に
迅速に採用と働き方に関するルールを変更しました7。テレ
ワークの標準化は、政府内の縦割り打破の流れを後押しし、
より複合的な働き方に好影響を与えています。クラウドやオ

ンラインホワイトボードでの
共同作業により、オンライン
環境でも職員が協力して共
通の問題を解決できるよう
になっています。オンライン
環境での業務は、パンデミッ
クの初期に急務となった職
員の再配置にも役立ってお
り、例えばアイルランドでは、
保健機関や大学から1000
人以上の公務員が濃厚接
触者の追跡調査支援に配
置転換されました8。

パンデミックを受けて、英国
労働・年金省（DWP）の技術
サービスチームは、より多く
の職員が在宅勤務できるよ
うにするITキットを短期間で
開発しました。また、同省は
DWPの職員の負担を軽減
するため働き方を徹底的に
見直し、ユニバーサル・クレ
ジット（低所得層向け給付）
の請求処理を支援するため
に1万人の職員の一時的な

配置転換を行いました。この措置によってDWPは喫緊の課
題に対応し、処理能力不足を補うとともに新しい働き方を
支援することができました9。

クラウドやオンラインホワ
イトボードでの共同作業に
より、オンライン環境でも職
員が協力して共通の問題を
解決できるようになってい
ます。

テレワークで縦割りを打破する
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パンデミックは、私たちの労働生活の脆弱さを明らかにしま
した。生活と労働で要求されることのバランスを取るための
闘いに疲れておりストレスを感じている多くの雇用主と職員
は、ウェルビーイング（肉体的、精神的に健康な状態である
こと）の価値を重視するようになっています。行政も、職員の
ワークライフバランスを確立できるよう支援に努めていま
す。

こうした取り組みには、ウェルビーイングのニーズを管理で
きるオンラインツール、ニーズに対応するための健康増進支
援、職員のポジティブな体験を中心に置いた健康と安全の
組織方針等が含まれます。

例えば、カリフォルニア州
のサンマテオ郡は、職員の
健康増進のため各行政部
門に補助金を提供してお
り、その補助金を活用した
プログラムで、長期欠勤が
減少し、コレステロール、血
圧、体重などの要素が改善
しています。背中や腰の健康に着目したプログラムでは、
250%の投資収益率が上がっています10。

UAE政府は、連邦職員がCOVID-19によって生じた状況を受
け入れて対処できるよう、心理的・精神的サポートとメンタ
ルヘルス相談のプログラムを提供しています11。

英国国民保健サービス（NHS）は、COVID-19以前から職員
のために健康、福祉、メンタルヘルスを優先してきました。
COVID-19が発生してからは、NHSは三つの機関と提携し、
ヘルスケア担当スタッフ向けに無料のメンタルヘルスモバ
イルアプリを提供しています12。

現在の仕事の多くは、人間にしか出来ない対応がなければ
うまくいきません――これが在宅勤務を行う多くの人にとっ
ての課題となっています。COVID-19によって、人間と技術は
別々ではなく一緒になってこそ強力な効果を発揮できるの
だとわかりました。COVID-19の危機に際して、多くの行政機
関が最初に取った手段は、業務の自動化と新しい技術の採
用でした。技術の優先度が高まるにつれ、行政はこの変化を
契機に、人と技術のコラボレーションの拡大と、スキルアップ
や再教育により人材を活性化することができるかもしれま
せん。技術は共同作業に代わるものではなく、共同作業の
実現を支援するものです。組織ネットワーク分析などのツー
ルは、グループ内の社会的関係の構造を調査し、組織図上
に定められていないつながりを明らかにします。これは共同

作業の経路を明確にし、仕
事がどのように進められ、
誰が価値を高め、どこで共
同作業がつまずき、どうすれ
ば才能やノウハウをもっと
活かすことができたかを理
解するのに役立ちます。それ
により幹部層は課題を特定

し、職員の持続的なウェルビーイングと生産的な仕事への
取り組みを実現するための対策を講じることができます。

ルイジアナ州技術サービス局は、州政府が未処理業務に対
処して職員の過剰な負担を軽減できるよう、業務の一部に
ロボットによる業務自動化（RPA）を追加しました。例えば、
ある行政機関には市民から提出された書類を処理する3件
のRPAソリューションを提供しました。ボットが書類の大部分
を処理し、処理を完了できない箇所を見つけると、担当職員
に転送して問題を解決します。このアプローチによって、完了
までにかかる時間が70%も軽減された業務もあります13。

COVID-19の危機に際して、多く
の政府機関が最初に取った手
段は、自動化と新しい技術の採
用でした。

信頼を築いて
福祉を促進する

オンラインシナリオ
向けの技術
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米国退役軍人給付管理局は、郵便、ファックス、デジタル
データで寄せられる請求の分類を、人の手に任せるのでは
なく人工知能（AI）を搭載したシステムを使用して行っていま
す。これにより、仕分けにかかる時間が10日から半日に短縮
されました14。

パンデミック下での職員の健康と安全のため、従来は完全
に対面で行っていた行政事務の多くが、職員のテレワーク支
援のためオンラインに移行されています。

採用：米国国土安全保障省は、求人サイトによる職員の採
用を続ける一方で、大学に在学するより多くの候補者と接触
するため、対面型の採用説明会の代替として、採用ウェビ
ナーを開発しました15。

研修／学習：米国農務省（USDA）食品安全検査局は、仮想
現実（VR）を使って獣医公衆衛生学の講習を提供していま
す。この講座は、360度の双方向VR環境で検査官の作業状
況を視察、体験できるのが特徴です。また同局は、業務内容
への理解を深めてもらうため、採用候補者にVRシミュレー
ションで食肉処理場の検査を体験してもらっています16。

生産性管理：米国環境保護庁では、改善継続部の管理職層
が週に一度スタッフやチームと「雑談会」を実施し、オンライ
ン環境下における生産性管理に取り組んでいます。この15
分間の短いミーティングは、目の前の仕事の山から離れて
全体に目を向ける機会をチームに与えてくれます17。

オンラインに移行する前と比べて職員の生産性が向上した
業務、低下した業務、変わらない業務を、あらゆる職種、チー
ム及び部門に渡り理解するには、データが必要です。この
データはすべての職員から集める必要があります。

職員はどのような課題に直面しているでしょうか。リモート
ワークの優れている点、劣っている点はどこでしょうか。業務
を進めるにあたってどうしても必要なのはどの作業でしょう
か。こうした本当に必要不可欠な活動をきめ細かく理解する
には、業務をどのように分解すればよいでしょうか。私たち
は、今まで誰も足を踏み入れたことのない状況に面してい
ます。この状況を抜けるには、まず現場の職員から経験に基
づく正確な意見を収集する必要があります。

組織の業務を
オンライン環境向けに
再構成する

データを使って業務を最適化する
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カリフォルニア州総務局は、2020年3月に職員の多くが在宅
勤務を開始して以来、テレワークの影響を把握する目的で
次のような取り組みを行っています。公開のダッシュボード
を用いて、テレワーク中の職員数と通勤時間の変化、それに
よって生まれた推定節約時間など、テレワーク関連の主な
指標を確認しています。このダッシュボードは、州政府機関
とその職員に向けてテレワークの成功を推進する大規模な
プログラムの一環です18。

ノルウェーは、職員のパルスサーベイでデータを収集してい
ます。また、行政機関の雇用主向けポータルサイトを運営し、
人事関連情報や管理職層向けアドバイスを提供して毎日更
新しています19。

COVID-19によって、デジタルを活用した分散型労働が短期
間で生まれました。人材が分散したことで、管理職層や幹部
層には新たな課題が突きつけられました。プロジェクトの管
理ではなく、プロジェクトチームの管理が必要になったので
す。政府の幹部層の多くは、職員とつながり続け、チームのメ
ンバーがそれぞれの場所で必要な設備を入手できるように
するため、新しい戦略を採用しています。例えば、テレワーク
や協働のためのツールの導入をサポートするため、モバイル
端末などの機器やテレワーク手当を支給しています。事務
経費削減分を、職員のテレワークのインフラ導入支援に当
てています。

オーストラリア公共サービスでは、GovTEAMSプラットフォー
ムを使用することで、公務員と外部パートナーが組織や地
域を超えて共同作業を行うことができます。オンライン会議
やオンラインイベント、メッセージング、文書管理、簡易ウェ
ブ制作等の機能があり、柔軟な働き方やテレワークを後押
しします。政府の3万人以上のユーザーと6200人の業界パー
トナーがGovTEAMSに利用登録しています20。

ドバイでは、58の政府機関の職員がモバイルアプリのSmart 
Employeeを使用して各種人事・調達サービスにリモートア
クセスできるほか、時間と場所を問わずオフィスとつながり
ます21。

米国国防総省は、機密扱いではない低リスクのデータを
ユーザー間でやりとりできるようにする、Commercial Virtu-
al Remote（CVR）コラボレーション環境を通じてテレワーク
への対応能力を拡大しました。機密データについては現在
試行運用中で、機密情報を扱うテレワークを支援するため、
機密性を高めたリモートWindows機能のプロトタイプを開
発しています22。

・米国国防総省は、強化したテレワーク対応能力の多くを、
今後も長期的に維持する計画です。米国陸軍のオンライン
ネットワーク対応能力は400%に増大しています。米国海軍
はテレワークを行う人員を25万人から50万人に倍増させ
る計画で、米国空軍はネットワーク回線容量を130%まで
増強する措置を講じています23。

・デンマーク、ノルウェー、オランダでは政府職員の75%がテ
レワークを選択できます24。

・少なくとも136カ国が、COVID-19対策の一環として、公務
員の在宅勤務ガイドラインを迅速に策定しました25。

少なくとも136カ国が、COVID-19
対策の一環として、公務員の在宅
勤務ガイドラインを迅速に策定
しました

分散型労働戦略の最大化

データに見る徴候
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・柔軟な対応：オンライン環境における共同課題への対応、
あるいはデータやシステムへの物理的なアクセスのため
に、目標、スケジュール及びスキルの変更に迫られることを
理解する必要があります。

・信頼性への回帰：人間関係を構築して人材をサポートする
ため、オンラインでの「立ち話」や「コーヒーを囲んだおしゃ
べり」をする時間をつくることで、チームの職員同士を繋ぎ、
信頼を育むような、これまでになかった方法を検討する必
要があります。

・生産性を把握するためのデータ収集：オンラインに移行す
る前と比べて生産性が変わらない業務、向上した業務、悪
化した業務について、あらゆる職種、チーム、部門にわたり
データを収集、集計する仕組みを作る必要があります。

・インフラ構築の支援を提供：テレワークを行う職員に対し
て、通常どおり業務を遂行するために十分な通信回線帯域
やその他のツールを利用できる環境を支援する必要があり
ます。

・将来に向けた戦略の構築：迅速に今後の計画を立て、新し
い「職場」を考慮したコロナ後の働き方戦略を構築する必
要があります。

・研修と教育への投資：職員が新しい業務プロセスや手法
に適応し、組織文化の変容を推進できるよう、研修プログラ
ムに投資を検討すべきです。

今後に向けて
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データの利活用の実現による行政サービスの付加価値の創出

データの流動性の向上

ータ共有による効果は既にに多くの事例から実
証されています。データを共有することで、時間
や費用を節約し、命を救うことも可能と考えら

れています。データは問題解決や意思決定にますます欠か
せないものとなっていますが、行政機関がインサイトドリブ
ン型の傾向が強い組織へと変わりつつある中、最も有益な
形でのデータはますます流動性が求められてきていると言
えます。

COVID-19のパンデミックは、このようなデータの流動性が
高まった最たる例と考えられます。パンデミック下において、
各国政府はデータを広く共有しました。例えばEUでは、各国
ごとの接触追跡アプリ間で安全に情報を共有できるよう、域
内で相互運用可能なゲートウェイを設置しました。米国立
衛生研究所では、研究、発見を促すためコロナ患者の医療
記録を一元管理するシステムを設けました。そうしたことか
ら、迅速なデータ共有が国の感染拡大防止対策に役立つこ
とが分かりました1。

パンデミックは、既に進んでいたデータ共有の動きを加速さ
せただけではありません。これを機に、行政機関がデータを
活用して公共課題に対応していく動きもますます活発に
なってきているのです。その中でも特に活発になっているの
が次の三つの動きです。

・データ共有促進のためのシステム構築 ‒ 公共機関では、
他の機関やコミュニティ活動組織、産業界などとデータを
共有するための専用データポータルの構築を進めていま
す。

デ
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・FAIR原則とデータ標準化の促進 ‒ 公共データに効率的に
アクセスできるよう、行政機関ではFAIR原則（Findable（見
つけられる）、Accessible（アクセスできる）、Interoperable

（相互運用できる）、Reusable（再利用できる））の採用を進
めています。また、データを標準化して相互運用性を高め
る枠組みも作成中です。

・データガバナンスの再設計 ‒ データ共有の強化を求めら
れるようになったことで、行政機関ではデータガバナンスの
再設計や、データ所有権とデータ品質基準のパラメータの
再定義、データ保護の強化を進めています。

データ価値の最大化は各国政府にとって最優
先の課題となっており、オーストラリア、アイル
ランド、カナダ、英国、米国等の国々のデータ戦
略には、データの共有と再利用が重要な要素
として盛り込まれています2。データ共有を促進
するには、主に次の三つのポイントがあります。

1. データ共有専用プラットフォームの設置

2. 行政機関内データ連携

3. 業界横断型データ連携

データ共有専用プラットフォームの設置

公共機関では、異なる機関の間でさまざまな用途を目的に
データ共有を行えるデータ共有専用プラットフォームの設置
を進めています。こうしたプラットフォームを設けることで、
行政手続きの改善や調査の進展、透明性の大幅な強化な
ど、公共サービスを大きく改善することができます。

例えば、健康情報の共有については、特にCOVID-19のパン
デミックを受けて、公共部門で広まってきています。ここでも、
共有プラットフォームがあれば、適切な治療を行うのに欠か
せない患者データの共有が非常に簡単になります。米国で
は、退役軍人省が「Veterans Health Information Exchange

（退役軍人健康情報共有）」プラットフォームを構築し、退役
軍人の健康情報を医療提供者が安全かつシームレスに入
手できるようになりました。このプラットフォームのおかげ
で、それまで軍人本人がメールや対面で行っていた紙の医
療記録の収集と共有が不要になりました3。同様にオランダ
では、保険・福祉・スポーツ省も加わった連携プロジェクトに
よって、コロナ患者の情報を国内の病院で共有できるポータ
ルが開発されています4。

COVID-19に関するデータを研究者と共有するための専用プ
ラットフォームを立ち上げた国も数多く出てきました。例え
ば、EUのCOVID-19 Data Portalや米国のNational COVID 
Cohort Collaborative（N3C）などは、科学者・研究者が新型
コロナウイルス関連の臨床データセットを保存、共有、利用
することができます5。

公共機関では、異なる機関の間でさま
ざまな用途を目的にデータ共有を行え
るデータ共有専用プラットフォームの
設置を進めています。

データ共有促進
のためのシステム構築
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データ共有専用プラットフォームの事例（公共／官民連携）

オーストラリアのAustralian 
Department of Social 
Services Data Exchange

（社会サービス省データ・エ
クスチェンジ）は、資金提供
機関とサービス提供者の間
での双方向のデータ・情報共
有を円滑にしています。

シンガポールのFinancial 
Data Exchange（ファイナ
ンシャル・データ・エクスチ
ェンジ）では、住民がデジタ
ルIDを使って各公共機関に
ある自分の金融情報にアク
セスし、情報を取得すること
ができます。

米国エネルギー省開発の
Energy Data eXchange（
エネルギー・データ・エク
スチェンジ）は、化石エネ
ルギーに関する研究開発
データとツールをとりまと
めて利用できるようにする
ことで、研究を共同で進め
られるよう支援しています。

ブラジル中 央 銀 行 開 発 の
Platform for Regulatory 
Entities’ Data Integra-
tion（規制当局データ統合
プラットフォーム）ではブロ
ックチェーン技術を採用し、
主要規制当局がデータをリ
アルタイムで共有すること
ができます。

ニュージーランドの社会福祉局で
はクラウドベースの専用プラット
フォームを設け、公共機関とソー
シャルセクター組織の間でリアル
タイムでの双方向データ共有を実
現しています。

オランダでは、Phillipsがエラス
ムス医療センター、ヒエロニムス
・ボス病院、保険・福祉・スポーツ
省と連携し、国内の病院でコロ
ナ患者の情報を共有するポータ
ルを開発しました。

カナダのDigital Exchange Platform（デジ
タル・エクスチェンジ・プラットフォーム）は、
各省間でのデータ認証の実現やデジタルサ
ービスの使い勝手の向上、住民データへの「
Tell us Once（届け出は一か所で）」ポリシー
導入による手続きの重複削減を目指してい
ます。

タンザニアのNational 
Health Information 
Exchange（ナショナル・
ヘルス・インフォメーショ
ン・エクスチェンジ）は、
ポリシー開発や医療提
供に必要な情報やデー
タの共有を支援してい
ます。

インドでは、住宅・都市開発省がインド理科大
学院と共同でIndia Urban Data Exchange（
インド・アーバン・データ・エクスチェンジ）を
開発し、都市においてデータへのセキュアなア
クセスとデータ共有を可能にすることで、「ス
マートシティ・ミッション」を支援しています。

カンボジアの分散型のプ
ラットフォー ム「 D a t a 
eXchange（データ・エク
スチェンジ）」は、認可さ
れた施設の間でデータの
機密共有が可能で、「ワン
スオンリー」モデルを採用
して行政の負担を減らす
とともに、データの一貫性
も高めています。



行政機関内データ連携

行政機関が保有するデータはこれまでサイロ化（縦割り組
織内での管理）されてしまっていることが多々あり、共通の
基準がないために情報共有を十分に行えないということも
ありました。ただし、こうした状況も変わりつつあります。例
えば、エストニアでは政府の構築した堅牢なデータ共有の
階層によって「ワンスオンリー」原則を見事に実現し、国民
は行政機関に一度情報を提供するだけで情報共有ができ
るようになりました6。他の国でも、行政機関内での情報共
有を可能にするデータ専
用回廊を設けるなど、同様
の手法を取り入れ始めて
います。

例えば、シンガポールでは、
セルフサービス式のデータ
共有中央プラットフォーム

「APEX」により、行政機関と
承認事業者の間でデータ
の再利用を簡単に行えるよ
うになりました。ある行政
機関が収集、保存している
データを、その正式な利用
許可を得た者が利用するこ
とができます。住民は用紙1
枚に記入するだけで、銀行
口座の開設から住宅申請
まで各種手続きをオンライ
ンで安全に行うことができ
ます7。マレーシアでも同様
に、公共部門内での連携強
化、情報の正確性と最新性
の確保、データアクセスの
迅速化による行政サービス
の改善を目的に、Central 
Data Exchangeを開発しま
した8。

もう一つの例は、カンボジアの分散型プラットフォーム
「Data eXchange」です。このプラットフォームでは、認可され

た施設の間でデータの機密共有が可能となるほか、「ワンス
オンリー」モデルを採用して行政の負担を減らすとともに、
データの一貫性も高めています9。

業界横断型データ連携

行政は、行政機関や業界団体、学術機関などさまざまな組
織を引き合わせてその間でのデータ共有を可能にし、堅牢
で安全に管理されたデータ取引を保証するプラットフォーム
を提供する中心的役割を担うこともあります。そうしたケー
スの多くでは、行政調査を行ってデータを新しく収集するよ
りも既存のデータにアクセスできた方が経済的で負担も少
なくなります。そのため、他のステークホルダーと提携を結
び、業界横断的なデータ共有を円滑に行えるデータエコシ

ステムを作る行政機関が増えつつあ
ります10。

オランダのデータマーケットプレイス
「Amsterdam Data Exchange（Am-

dex）」もその一つです。Amdexは、ア
ムステルダム経済委員会、アムステル
ダム・サイエンスパーク、アムステルダ
ム・データサイエンス等で構成され、
アムステルダム市の支援を受けて
2018年に発足した共同体です。デー
タサイロを壊し、研究者や事業者、行
政機関、市民が信頼できる安全な
データ取引を行えるようにすること
で、真のデータ民主化を目指していま
す11。

もう一つの例として挙げられるのが、
英国のCyber Security Information 
Sharing Partnership（サイバーセ
キュリティ情報共有パートナーシッ
プ）です。これは官民によるコラボ
レーションで、安全に管理されたサイ
バー情報を組織間で円滑に共有する
国家レベルのプラットフォームです。
サイバー脅威情報をメンバーがリア
ルタイムで共有できるようにすること
で、早期に警告を出し、より入念な備
えを行えるようになっています12。

また、ユニセフなどの多国間組織が投資したデータ共有プ
ラットフォーム「Magic Box」もあります。民間部門のパート
ナーはこのプラットフォームからデータをリアルタイムで共
有することで、より適切な人道対応が可能になります。ユニ
セフは、このプラットフォームをスクールマッピングや家庭の
貧困、感染症対応、自然災害の軽減などにも応用できる可
能性があるとしています13。

ユニセフは、プラットフォ
ームをスクールマッピン
グや家庭の貧困、感染症
対応、自然災害の軽減な
どにも応用できる可能性
があるとしています。
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データ共有プラットフォームの構築は、データ利用に関する
行政機関の流動性を高めている方法の一つにすぎません。
データ共有は重要ですが、共有するデータの品質向上も重
要です。そこで多くのデータは、FAIR原則を用いることになり
ます。FAIR原則が明確に重視しているのは、「（人ではなく）
機械でデータを自動的に検索、利用で
きる」ものにすることです。こうすること
で、データは最終的に研究者にとってよ
り使いやすいものとなり、イノベーショ
ンを後押ししてくれるのです14。

行政機関では、FAIR原則に基づいた
データの共有（標準化した相互運用可
能なフォーマットを使い、ウェブベース
のツールとクラウドで実施する）を推奨
する流れが強まっています15。研究者が生物医学のデータや
ツールを保存、利用、共有できる生物医学仮想データコモン
ズは、こうしたFAIR原則に基づいたデータの一例です。この
データコモンズでは、研究者が「生物医学研究のデジタルオ
ブジェクト」をひとまとめにして扱い、単独のクラウドベース
環境でコグニティブコンピューティング機能を利用すること
ができます16。米国立がんセンターのGenomic Data Com-
mons（ゲノム・データ・コモンズ）もこれと同様のプラット
フォームで、精密医療を支援しています。ゲノムデータと健康
データを共有、利用し、がんゲノム研究のデータとして分析
できるツールとなっています17。

もう一つの例は、European Open Science Cloud（EOSC：
欧州オープンサイエンスクラウド計画）です。これはデータド
リブン型科学を推進するデジタルプラットフォームで、同じく
FAIR原則に基づいています18。研究機関や各種団体がここ
から幅広い研究分野（医学、芸術、農学等）のデータにオー
プンアクセスできるようにするとともに、提供元の異なるさ
まざまなデータセットの相互運用性を維持しています19。

データの相互運用性を確保するにはデータの標準化が欠か
せないため、行政機関は、国内レベルでのデータ標準を設
けるか、国際レベルで同様の取り組みを支援するか、このい
ずれかの形を取っています。各地域の官民が共同出資した
国際組織「ゲノミクスと健康のための世界連合」もこうした
活動によって生まれたもので、健康に関するデータの共有を
国際レベルで円滑に行う枠組みを構築しています20。

データの流動性が向上すれば、行政にとってさまざまな形
でメリットがあります。オーストリア国立銀行では、データ共
有を強化することで規制報告に画期的なアプローチを導入
しました。データを「ベーシックキューブ」と呼ばれる小さな
ユニットに標準化できる共通プラットフォームのおかげで、
国内の銀行はマイクロデータを個々の契約やローン、預金
の形式で提供することができます。このアプローチによって
データの再利用が簡単になり、国内での規制報告にかかる
費用を30%以上削減することができました21。

データの流動性が向上すれば、行政にとっ
てさまざまな形でメリットがあります。オー
ストリア国立銀行では、データ共有を強化
することで規制報告に画期的なアプローチ
を導入しました。

FAIR原則とデータ標準化の促進
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これと関連して、各国ではアプリケーションプログラミングイ
ンターフェース（API）の利用も進んでいます。データアクセス
を改善し、一つのデータセットから複数のコピーを取得でき
ないようにすることが目的です。行政機関の間での安全な
データ共有を実現する上では、こうしたAPIが極めて重要で
あることが分かってきています22。アイルランドやポルトガル、
オランダなど多くの国々では、行政のさまざまなレベルで
データの共有と再利用を可能にするため、APIを利用してい
ます23。

また、複数のシステムのインターフェースデザインを標準化
するため、API戦略とAPI標準の設計と策定も国レベルで進
んでいます24。英国のUK Government Digital Serviceは、行
政機関全体で取り入れる共通のAPI標準一式を策定しまし
た25。カナダ政府によるAPI Storeも同様で、これは、ユーザー
がデータとサービスを閲覧、検索できるようにすることで
データを見つけやすくする、行政APIのカタログとなっていま
す26。

データの標準性を高めて簡単に共有できるようにする基準
を設けることで、行政機関はデータをより強力なツールにし
ています。では、データのプライバシーやセキュリティ確保は
どうすればいいのでしょうか。行政のデータ流動性の向上を
進めるには、新たなガバナンス形式が必要になります。

データ革命の進行によって、「より大きな利益になるものに
データを利用する」という私たちの考え方が改めて問われて
います。COVID-19のパンデミックによって、データを利用する
リスクとメリットの関係は大きく変わり、保有よりも共有を是
とする方向に変わってきました。一方で、パンデミックはデー
タガバナンスについての重要な問題も提起しました。データ
の流動性が向上していることから、今後は、データ所有権の
定義づけとプライバシーの保護に加えて透明性の促進も同
時に実現する、堅牢なデータガバナンスの枠組みを求める
声が高まってくるでしょう。

2020年のガバメント・トレンド報告書では、人工知能によっ
て結論を導き出す倫理的アルゴリズムなど、ビッグデータ時
代の倫理的複雑性に各国政府がどのように取り組んでいる
のかを詳しく紹介しました27。しかし、プライバシーバイデザ
インの推進とデータ所有権の適切な定義づけには、こうし
たデータ倫理以上にデータガバナンスが鍵となるでしょう。

データの所有権と管理権の定義

データ所有権の概念は複雑です。あなたのデータをデータ
ベースに保有している人がいた場合、そのデータの所有者
は誰でしょうか。 データの種類によって変わってくるのでしょ
うか。 例えば、あなたが新しいボートを買ったばかりのこと
を知っている人がいたとして、その人はその情報を売っても
良いのでしょうか。 あなたががんの診断を受けたばかりのこ
とを知っている人がいた場合ならどうでしょうか。

2018年に行われたある調査では、「自分の同意なしにデー
タを共有するのは倫理に反する」と考える人が90%に上り、
データの管理権と所有権に関する関心が高まってきている
ことが浮き彫りになりました28。一部の国では、こうした結果
を踏まえるとともに、国民の信頼構築の重要性も認識し、国
民によるデータの自己管理権を強化する枠組みを作る動き
が始まっています29。例えば、インドネシア政府は2020年1月
に、氏名や国籍、宗教、性的指向、医療記録などの個人情報
を他者と共有する際に本人の明示的な同意を求める法案
を議会に提出しました。本人の同意なくデータを他者と共有
した場合は、最長で懲役7年の刑に処される可能性がありま
す30。

データガバナンスの再設計
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英国の国民保険サービス（UK NHS）が行っているようなガ
バナンス手法もあります。UK NHSが開発した新型コロナウ
イルス追跡アプリでは、英国保健省とNHS England、NHS 
Improvementがデータの指定管理者となっており、これら
の機関がデータ収集の目的の判定やデータのさらなる拡散
の可否の決定、アプリでのデータ保有期間の設定などを行
うことができます31。

エストニアのX-teeプラットフォーム（旧X-Road）では、データ
の利用方法について国民に大幅な権限を与えています。プ
ライバシーを確保するため、データ交換にブロックチェーン
技術を用いており、権限を与えられたユーザーだけがアク
セスできるようになっています32。

プライバシーバイデザインの推進

データ共有が進むにつれて高まるのがプライバシーへの懸
念です。セキュリティ侵害が起きないようにするため、現在は

「プライバシーバイデザイン」と呼ばれる概念を採用する国
が増えてきています。これは、システムやプロセスの構想段
階からセキュリティ面に注目していく考え方です。 

プライバシーバイデザインは世界で定着しつつあります。カ
ナダは1990年代から採用している草分け的存在で、国内の
専門家たちがプライバシーバイデザインの国際基準の策定
を支援してきました33。欧州一般データ保護規則（GDPR） で
も、全ての組織に対してプライバシーバイデザインを取り入
れるよう定めています34。

オーストラリアでは、国立データ委員会が、法律制定の際に
プライバシーバイデザインの手法を用いる考えを支持しまし
た。同委員会は、法制化の各段階においてプライバシーを考
慮することの重要さを強調し、専門家と協力しながら安全な
データ共有のための枠組みの策定に取り組んでいます35。

インドのAadhaar IDシステムでは、ユーザーのデータを保護
するためフロントエンドとバックエンドがトークン化されて
います。同じ人物のデータであっても各機関で受け取るトー
クンが異なるため、データベース上の情報をリンクできない
ようになっています36。また、ユーザーは仮のバーチャルIDを
作ることができ、それをAadhaarナンバーの代わりとするこ
ともできます37。

・欧州委員会では、2018～2025年の間に世界のデータ量が
530%増えると予測しています38。

・経済協力開発機構（OECD）の試算では、公共部門での
データ利用とデータ共有による社会的・経済的効果は
GDPの0.1～1.5%に上るとしています39。

データに見る兆候
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・エストニアではX-Roadによって、行政機関と国民の労働
時間を年間で約844年分削減しています40。

・インサイトドリブン型組織の構築。データアナリティクスは
意思決定を推し進め、常にデータを中心にしてデジタルト
ランスフォーメーションを進めることができます。

・共有のデフォルト化。行政のトップはまず、データには公共
の利益になる価値があり、共有されるものだと考えるとこ
ろから始めるべきです。

・適切な人材の融合。統計分析やデータサイエンス、データ
管理などの技術スキルと、コミュニケーションやクリティカ
ルシンキング、鋭いビジネス手腕などのソフトスキルを兼ね
備えた、多くの専門分野をカバーするチームを立ち上げる
べきです。

・報酬共有と再共有。資金援助や昇進の形でインセンティブ
を与える際は、データ共有のメリットを強調し、優れたパ
フォーマンスをもたらす差別化要因だとすることに注力す
るべきです。

・信頼構築に欠かせない倫理面の優先。つまり、プライバ
シーやインフォームドコンセント、倫理的な利用、透明性の
保証に絶えず注力するということです。

・データガバナンスでの透明性の確保。透明性を確保するこ
とで信頼度が上がり、ルールやガイドラインが破られにくく
なります。用途が明確に決まっているシステムでは、収集さ
れるデータの内容とその利用方法をユーザーに示し、国民
に対してその両方の管理方法を示すべきです。

・データの欠陥の認識。パンデミックによって、バイアスや報
告の矛盾、完全性の欠如など、行政機関が広く利用してい
るデータに重大な欠陥があることが浮き彫りになりまし
た。アナリストや決定権者は人々の生活に関わる大きな決
定を下すことから、データに関するこうした問題を明らか
にし、それを改善すべきです。

今後に向けて
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過去の分析、リアルタイムデータ、
未来の予測等に基づく政策立案や意思決定の実現

コグニティブシステムとしての行政

ータと情報は、世界経済の原動力として広く認
識されるようになりました。政府は社会をより
良くするために、データの力を活かす新たな能

力を得ようと、まるで認知（コグニティブ）システムのように、
日々学習と進化を重ねています。

過去、現在、未来のシナリオ、いずれのデータからも、実行可
能なインサイトを見出すことによって政府の意思決定能力
を強化し、大きな価値を生み出すことができます。私たちは、
今、以下のようなコグニティブシステムとしての政府の出現
を目の当たりにしています。

・過去のデータは、機械学習などの高度なアナリティクスを
活用することで、過去には何が有効で、何が有効でなかっ
たかというエビデンスにつながる。

・今実際に何が起きているかというリアルタイムのデータを
把握することで、さまざまな決定に役立てることができる。

・予測分析とシミュレーション演習を通じて未来予測を構
築することで、起きうるイベントに対する予防的措置を講じ
ることができる。

デ
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コグニティブシステムのアプローチは、従来型の「予測 ‒ 防
止 ‒ 評価」サイクルを根本から進化させたものです。政府
は、過去のパフォーマンス分析に基づいた予測モデルにリア
ルタイムのデータを取り入れることによって、未来に起こる
結果を形づくり、変化させることすら可能な、高度な仕組み
を前提としたプログラムを設計することができるようになっ
ています。

COVID-19とその余波は、最適なタイミングで決定を行うた
めには、正しい情報を持つことがいかに重要かを示してい
ます。例えば、台湾がCOVID-19への対応に成功したことは、
過去のデータから得たエビデンスを現在の情報や未来の予
測と組み合わせれば、政府がパンデミックへ効果的に対応

できることを証明しています（図1）。2019年12月、SARSに類
似した新種のウイルスが武漢で発見されたことを告発する
報告がインターネット上の掲示板で広まり始めたとき、台湾
の保健当局者はこれに注目していち早く行動を取りました。
迅速に対応したのは、過去にSARSウイルスの経験があった
からです（過去の分析）。台湾は、長年にわたるSARS後のシ
ナリオ計画（未来予測）に基づき、武漢からの渡航制限と渡
航者の健康状態のスクリーニングを迅速に実施しました。
次に、パンデミックの発生初期における買い占めを防止する
ため、国内6,000カ所の薬局すべてにおけるマスクのリアル
タイム在庫を公表しました。

図1

台湾のCOVID-19への対応に見る情報の時間的価値

台湾のCOVID-19への対応は、以下の三つの要素を組み合わせている
2020年9月時点で世界のCOVID-19感染者数は3,000万人を超え、新規感染者数が急増し始めた国
もありましたが、台湾の生活は驚くほど平常に見えていました。ウイルスの発生源である中国本土か
ら160キロも離れていないにも関わらず、台湾の人口2,300万人に対し、本稿執筆時点で確認された
感染者数は550人、死者は7人にとどまっています。危機対応能力の構築には、中央流行疫情指揮セ
ンター（CECC）が重要な役割を果たしています。

リアルタイムの観察
生のデータを使って

何が起きているかを検知する

未来予測
シナリオ分析と対応

シミュレーションで起こりうる
未来に適応する

過去の分析
過去のデータを使用して
何が有効かを評価する

台湾は、2003年の大規模な
SARS感染拡大から学んだ教
訓を生かし、透明性と敏捷性
という二つの重要な側面に焦
点を当て、国民との信頼構築
に重点を置いた即応体制を取
ることができました。

CECCは、パンデミック初期の
買い占めを防止するため、国
内6,000カ所の薬局すべてに
おけるマスクの在庫状況を公
表し、30秒ごとに更新しまし
た。「ハクティビスト」と言われ
る民間のエンジニアらは、この
データを活用し、マスクの在庫
をリアルタイムに追跡、特定で
きるアプリを開発しました。

2020年4月、台湾の新北市は、
COVID-19の第二波への政府
対応について、1時間にわたる
机上演習を通じたシミュレー
ションを実施しました。
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世界各国の政府における未来予測関連の部門と戦略

米国会計検査院戦略的
フォーサイトセンターは、
新たに生じる問題を特定
し、先を見越した分析を
行うことで、政策立案者
が将来の不確実性に備え
られるようにしています。

EU Policy Labの業務は、未
来予測、行動の洞察、政策設
計、市民エンゲージメントの
四つに集中しています。ラボ
は、未来予測と社会に大き
な影響をもたらす可能性の
ある変化の兆候の調査に基
づき、政策の長期的影響を
評価しています。

Policy Horizons Canadaは、
未来予測を活用して、カナダ
政府が不確実性に耐えうる政
策やプログラムを策定するの
を支援しています。

ドバイ未来基金の研究部
門は、現実化しうる未来の
シナリオを掘り下げて研
究することにより、意思決
定者が新技術を理解、活
用して、来るべき未来のシ
ナリオに効果的に対応で
きるようにしています。

シンガポール戦略的未来
センターは、長期的な未来
を見据えた研究を行い、新
たに生じる国家的問題に
対処するための戦略的な
予測能力を高めています。

英国政府科学局は、政
策立案者が将来起こり
うる結果を予測して意
思決定の参考にできる
ような技術を提供して
います。同局は、政府に
おける長期的戦略思考
文化の醸成を推進して
います。

ドイツ連邦教育研究省の一部
門であるBMBFフォーサイトは、
初期段階ながら重要性の高い
技術開発を特定し、将来の社会
のニーズを調査することで、研
究対象や方針を定める支援を
しています。

スウェーデン戦略的開発事務局は、長
期的かつ複雑な問題に焦点を当て、政
府が未来志向の計画や政策を立案する
支援を行っています。

フィンランドの政府フォーサイト・
グループは、未来予測に基づく情
報を意思決定に活用することを
目的として、国の未来予測に関す
る作業や活動を支援しています。

日本の科学技術・学術
政策研究所は、政府の
科学技術政策の立案
プロセスにおける指
針を示すため、将来の
政策問題の予測、分析
を行っています。

フォーサイト・サウス・ア
フリカは、政府と利害関
係者による長期計画の
策定を支援し、意思決
定におけるイノベーショ
ンを支える国連のイニ
シアチブです。

UAE内閣担当省の
未来フォーサイト戦
略は、政策と戦略立
案の参考とするた
め、複数のセクター
において未来のモ
デルを構築してい
ます。



米国、オーストラリア、ペルー、インド等の国は、データの急増
と新しい技術の出現に支えられ、政府全体でも個々の省庁
内でもエビデンスに基づく意思決定を制度化しています2。公
務員は次第に、自分たちの政策決定やアプローチを評価す
ることで、何が有効で何が有効でないかを分析するように
なっています3。例えば、英国のWhat Worksイニシアチブは、
政府の意思決定の参考となる「入手可能な最良のエビデン
ス」を見いだすことに主眼を置いた研究センターと関係機
関のネットワークです4。米国のWhat Works Citiesプログラ
ムは、地方自治体に対し、住民が直面する差し迫った課題に
取り組むにあたり、データを使用するよう促しています5。

また、政策立案者は、ランダム化比較試験などの従来の評
価手法だけに頼らず、人工知能（AI）や機械学習を活用して
膨大かつ複雑なデータセットを分析できるようになりまし
た。テクノロジーによってデータ分析の可能性が広がるにつ
れ、世界各国の政府機関が、内部で専門部署を発足させた
り、産業界、大学、非営利団体と提携したりすることで、エビ
デンスに基づく意思決定を強化しています。

予算決定の指針から規制による負担の評価、教育成果の向
上まで、政府は、政策の軌道修正や将来を見据えた意思決
定に生かすため、過去のデータからエビデンスを収集し始
めています。例えば、What Works State Standard of Excel-
lenceは、米国の各州がエビデンスに基づくアプローチを
使って税金を効率的に活用できるようにする取り組みです6。
コロラド州、ミネソタ州、ニューメキシコ州、ロードアイランド
州等は関係機関に対し、予算案の策定、既存プログラムの
変更、新規プログラムの開始などにあたり、エビデンスを特
定して注目するよう求めています。ミネソタ州では、エビデン
スを重視する予算決定の方針により、2020～2021年度予算
において、8,700万ドルをエビデンスに基づくプログラムの新
設と拡張に充てています7。

また、オーストラリアの規制ベストプラクティス室は、エビデ
ンスに基づくアプローチによって、最も複雑な政策問題を評
価しています。この機関の規制影響分析システムは、エビデ
ンスに基づき明確かつ規制負担の少ない政策を立案するた
めの枠組みを提供しています8。

デンマーク雇用省の一部門であるデンマーク労働市場・採
用庁は、有効な施策に関する既存のエビデンスを収集し、ラ
ンダム化比較試験によって新しいエビデンスを積み上げ、積
極的な労働市場政策の影響を評価、発表しています9。また、
欧州委員会は、欧州政策に科学的裏付けを与えるため、共
同研究センターという特別部門を設置しています。同セン
ターは、独自の研究施設と専門研究室を運営し、政策サイク
ル全般にわたりエビデンスを提供する数千人の科学者を擁
しています10。

政府のコグニティブシステムアプローチを実現する最大の
要因は、急増するリアルタイムデータを理解する能力です。
過去のデータは影響力の評価については役立ちますが、リ
アルタイム情報は、従来のエビデンス-アウトカムのバリュー
チェーンに欠けていた要素を補うことができます。先進的な
政府機関は、定義、収集の方法が不完全であり、一貫性がな
く、動きの速い膨大なリアルタイムデータをコグニティブシス
テムで処理し、インサイトを迅速に引き出して緊急対応を策
定しています。AIのような新しい技術を利用すれば、わずか
数分でインサイトを生成してパターンを特定でき、データが
かつてないほど有用なものになります11。

過去の分析によって
何が有効かを評価する

リアルタイムデータを活用して
現在何が起きているかを検知する
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防衛や国家安全保障の管理から、環境問題への取り組み、
重大な公衆衛生上の需要への対応にいたるまで、リアルタ
イム情報は、行政機関が最良の対応を行うにあたって有益
です。例えば、オーストラリアの地理空間情報機関が運用す
るPalanterraは、関連組織に対してデータアクセスを提供す
ることにより、複数のオーストラリア連邦組織とその管轄下
の組織がほぼリアルタイムのデー
タを閲覧、共有できることで、状況
把握を促進します。これらは、特別
な警備を要するイベントの支援は
もちろん、クイーンズランド州の洪
水や日本の津波のような災害管理
にも役立ちます12。

別の例として、米 国 地 質 調 査 所
（USGS）はNASAと提携し、NASA

の観測衛星を利用して地表のリア
ルタイム画像を撮影しています。こ
のデータは、政府や政策立案者が
天然資源や環境について情報に
基づいた選択を行う際に有
用です13。

政府は、特にパンデミック下
など、状況に応じて迅速に対
応を転換するための支点と
してリアルタイム情報を使っ
ています。データ集約型のア
プローチによってウイルス拡
大の追跡とモデル化を行い、
治療法やワクチンを開発し、医療の対応能力を管理してい
ます14。英国は、リアルタイム情報を収集して国と地域のレベ
ルでウイルス対応を推進するため、NHS COVID-19データス
トアを創設しました。こうしたデータは特定地域の空き病床
数や人工呼吸器の供給量の管理に使用できます15。

米国では、2020年6月に退役軍人省が、COVID-19の推移を
追跡しそれに応じて資源を管理するための全米サーベイラ
ンスツール（NST）の運用を開始しました。NSTには、同省が将
来のコロナウイルスのホットスポットを予測して予防措置を
講じるための予測分析の機能もあります16。インド医学研究
審議会も、コロナ患者に関するリアルタイムデータを取得す

るため、2020年9月にCOVID-19レジスト
リの運用を開始しました。この情報は、
エビデンスに基づく臨床判断、研究、政
策立案の裏付けに使用されます17。

教育セクターは、リアルタイムデータに
よって学生の成果を向上させようとし
ています。例えば米国では、サウスフロ
リダ大学が成績や出席率などのリアル
タイムデータを取り込む予測分析プ
ラットフォームを使い、どの学生が課題
に直面しているかを特定し、適切な介
入方法を作成することで、課題を抱え
る学生を支援しています18。パンデミッ

クによって急にリモート学習
に切り替わったことから、この
ような仕組みはますます重要
になっています。

政府は、将来の不確実性に備えるため、長期的な傾向がど
うなるかをより深く理解するのに必要な機能を確立（又は拡
大）しています。複数のシナリオを分析し、シミュレーションを
実行することにより、現在の状況と今後見込まれる決定を
評価し、長期的な方針を形成することができます。さらに、
COVID-19により、複数の政府機関において、今後何が起こ
るかを予測して準備を整え、対応措置を決断せざるを得なく
なっています。

政府は、特にパンデミック下
など、状況に応じて迅速に対
応を転換するための支点とし
てリアルタイム情報を使って
います。

未来予測を構築して
何が起こりうるかを
予測する
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COVID-19は、情報に基づいた未来予測の力を示す（「感染
流行の山を低くする」）とともに、未来予測からインサイトを
得て、適切な決定をタイムリーに下すことの重要性を浮き彫
りにしました。例えば、未来予測を適用するには、分析の前
提条件を明確に理解している必要があります。また、結果に
関する危険な推定や誤解は、いずれも未来予測の有効活用
に対する大きな脅威となります。つまり、コグニティブシステ
ムを適切に活用するためには、意思決定者は、組織の能力
を引き上げる必要があります。

複数の行政機関で、シナリオプランニングが広がりを見せて
います。例えば、クイーンズランド州政府は、オーストラリア
のQ-Foresightプログラムと共に、輸送、保健、科学、イノ
ベーション、環境政策等、同州に関係する長期的なトレンド
とリスクを検証しています19。また、米国保健福祉省は、パン
デミック後の世界における意思決定の指針として、五つのパ
ンデミック計画シナリオを開発しました。このデータを使っ
て、公衆衛生の担当職員はソーシャルディスタンスなどの戦
略の効果の見込みを検証し、病院管理者は必要な資源を

分析して計画を立てることができました20。
さらに、カナダ政府はパンデミック対応の
指針とするため、COVID-19についてコント
ロールレベルの異なる三つのシナリオを
分析しました。政府は「コントロールを行
わなかった場合」、「コントロールが弱い場
合」、「強力なコントロール体制を取った場
合」に起こりうる未来を評価し、パンデミッ
クの期間と感染率を推定しました21。

また、サイバー攻撃、災害、パンデミック等
の重要分野における対応能力と準備状況を点検するため、
政府はさまざまな将来の可能性についてシミュレーション
を行っています。例えば、EU各国の防衛相は2017年にエスト
ニアで行われた演習に参加し、EU海軍と軍司令部に対する
サイバー攻撃への対応能力を分析しました。また、EUと
NATOは、ハイブリッド戦争のシナリオでも協調できるよう、
共同で机上演習を実施しました22。

また、サイバー攻撃、災害、パンデミックに
対するレジリエンスなど、重要分野におけ
る準備状況を点検するため、政府はさま
ざまな将来の可能性についてシミュレー
ションを行っています。
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同様に、香港保安局は2019年にスーパー台風のシナリオに
ついて各省庁間のシミュレーションを実施し、机上演習に
よって危機管理能力と参加省庁の協同対応体制を確認する
ことができました23。2020年4月、台湾の新北市は、COVID-19
の第二波への政府対応についてシミュレーションを行うた
め、1時間にわたる机上演習を実施しました。職員は省庁間
の協調活動のリハーサルを行い、移動制限、営業停止、物資
配給等の措置を実際に行いました24。

数学・統計モデルも、行政機関が意思決定によく使用する
ツールです。数学的モデリングは研究や学術の分野で特に
使われていましたが、COVID-19によって政策立案において
も重要な存在になりました。政府機関は、感染者数、さらに
は死者数まで予測するモデルを開発し、活用しています。例
えば、米国疾病予防管理センター（CDC）は、パートナーと共
に統計学的・数学的モデルを利用し、今後4週間の週当たり
死者数と感染者数を予測しています。これにより、CDCは資

源配分とソーシャルディスタンス措置の実施において有効
な決定を下すことができます25。

カナダ公衆衛生庁は、連邦政府、州政府、準州政府と大学の
専門家で構成されるカナダCOVID-19モデリングネットワー
クを創設しました。同ネットワークの予測は、新たな公衆衛
生措置の指針となるほか、現行の措置の影響評価にも活用
できます26。

・2020年6月時点で、全米でデータ主導型の演習が169例行
われ、エビデンスに基づく政策が35州で実施されました27。

・英国のWhat Works Networkは、公共支出が2,500億ポン
ド以上となる政策分野を網羅しています28。

データに見る徴候

私たちは、公共政策分野に、拡張知能（Augmented  Intelligence）
が導入されるのを目の当たりにしています。
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・Results for Americaがシカゴ大学と共同で実施した全米
世論調査によると、約92%の米国民が、政策立案者は自分
たちの決定を入手できる限りのエビデンスとデータで裏付
けるべきだと考えています29。

私たちは、公共政策分野に、高度なアナリティクスやAIなど
が導入されるのを目の当たりにしています。先行する政府
は、デジタル政府の教訓と成功に基づき、次世代の情報、
データ、インサイト管理を取り入れたコグニティブシステム
のアプローチを追求しようとしています。

マネジメントと文化

・科学主導。直感ベースの意思決定から移行し、組織のマイ
ンドセットと文化的DNAをデータ主導や科学主導といった
価値観に切り替える必要があります。30。

・コグニティブな意思決定の運用。インサイトの価値は、それ
がどれほどの実現可能性を持つか、行動が実際にどのよう
なインパクトを生むかによって決まります。また、情報を取
り込むだけでなく、機を逃さず対応することが重要です。タ
イムリーな対応や軌道修正を行わなかった場合、評価、検
知、適応を担うコグニティブ能力の本来の価値を生かせま
せん。

・先を見越した行動。イベントが発生する前に予測するだけ
でなく、決定的な対応をタイムリーに行い、起こりうる結果
を考えるのにあまり時間をかけないようにします。

・組織のアジャイル化。検知とモニタリングによるフィード
バックのサイクルを短縮し、できるだけ頻繁に改良を重ね
られるようにします。

・継続的学習の文化醸成。トレーニングを提供し、机上演習
とシミュレーションへの対応能力を高めます。

・市民の参加と共同作業によるエビデンス構築の促進。エビ
デンスの基盤を形成する従来の方法を市民の参加や共同
作業ができるよう拡張する枠組み、ツール、アプローチを導
入します。

テクノロジー

・技術的な感覚の働く組織への変革。強力なデータ収集の
仕組みを作ります。収集したデータを標準化し、複数の機
関が利用できるようにします。

・データ共有の障壁を減らし、データの相互運用性の基準を
再考します。

・透明性を高めるツールの採用。システムがどのように機能
しているかを明らかにするため、ダッシュボード、オープン
データ、ソーシャルメディア等のツールを活用します。

・AIの力を活用し、構造化・非構造化された、あらゆる種類
のデータを分析します。

人的資本

・前述した新しいツールを使用するスキルの育成。リアルタ
イムデータは雑然としていることがあります。意思決定者
には、この扱いづらいデータを理解し、将来起こりうる結果
の意味を慎重に解釈するスキルが必要です。

・ダイバーシティの確保。ポリシー設計、サービス提供、およ
びプログラム評価における多様性、公平性、受容性を確保
するアプローチを具体化します。

今後に向けて
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公共領域における柔軟性と適応性の向上

アジャイルガバメント

OVID-19のパンデミックは、迅速かつ柔軟で、イ
ンクルーシブな、ミッション型の行政の必要性を
浮き彫りにしました。世界中の政府が難題に立

ち向かうべく、アジャイルな問題解決法を取り入れ、公衆衛
生から経済回復まで多様なパンデミック関連の課題に取り
組んでいます。以前は時間がかかり柔軟性に欠けた規制プ
ロセスや調達プロセスも、迅速化して臨機応変になり、調達
は融通が利かず時間のかかるものだという古い常識は否定
されています。多くの行政機関は、これまでにない膨大な
サービス需要に対応するため、人材採用の慣行も変化させ
ています。

行政は革新的な取り組みが遅々として進まないことを批判
されることもありますが、多くの行政機関は変化のペースに
対応するため、先を見越して、より適応力があり、インクルー
シブかつ持続可能な政策を策定する方向へと大きく前進し
ています。アジャイルな政策立案では、「ユーザー中心設
計」、「プロトタイピング」、「ラピッドイテレーション（高速反復
型）」、「フィードバックループ」などアジャイル手法の要素が
活用されます。アジャイルな政策立案のアプローチには次の
ようなものがあります。

C アジャイルな政策立案
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ポリシーラボは、行政のイノベーションを試す場を提供しま
す。例えば、英国政府のポリシーラボは、人間中心デザイン、
データ、デジタルツールを駆使し、ホームレス対応や治安維
持から医療、子育てまで、国内のとりわけ複雑な問題に対す
る斬新な解決策を探っています1。

このようなラボは、州レベルでも開設されています。ニューサ
ウスウェールズ州のポリシーラボは、ユーザー中心の政策
立案に取り組んでいます。このラボは、デジタルガバメント政
策である「Rules as Code」プロジェクトやIoT政策の枠組み
を開発してきました2。このRules as Codeプロジェクトは、規
則等を機械で読み取り可能なコードに変換し、コンピュー
ターで解釈できるようにすることを目指しています。ルール
をコード化することによって、企業のコンプライアンス遵守が
容易になり、行政上の意思決定を自動化できるようになり、
政策担当者はさまざまなシナリオで政策をテストし、起こり
うる結果をモデル化することができます3。

従来の政策立案は、反復的検証、プロトタイピング思考、
ユーザー重視の視点を欠いていることがあります。一方、政
策プロトタイピングでは、政策による解決策をモデル化し、
可能性を探ることができます。ハーバード大学のDigital 
Kennedy School Initiative、スタンフォード大学のCyber 
Initiative、IDEO社のEcolabは、共同で人間中心デザインの
ツールを使って仕事の未来に関する八つの政策プロトタイ
プを開発しました。このうちメイカソン（短期間でものづくり
を実施するイベント）を反復して実施した結果生み出された
プロトタイプは、より良いマシンインターフェースをデザイン
し、機械を使用する労働者の権利を保護することを目的とし
ています4。短い反復スプリント、多様なチーム、ペルソナや
ジャーニーマップなどのデザイン思考ツールを使った政策
プロトタイピングは、多様性がある革新的な政策ソリュー
ションをもたらす可能性があります5。

政策シミュレーションは、さまざまな政策について、実際に
実施する前に考えられる影響を行政のリーダーが検証する
際に利用するものです。アイルランドのInnovation Policy 
Simulation for the Smart Economyは、アイルランド経済を
モデル化し、政策を実施する前にその効果をシミュレーショ
ンで検証することができます6。保健分野では、米国保健福祉
省と疾病予防管理センターが、慢性疾患に関する政策立案
にあたり情報を提供するPrevention Impacts Simulation 
Modelを開発しました7。

デジタル対応政策は、有効性が長期にわたり相互運用可能
で、行政担当者、市民、事業者にとって負担が少なくなるよう
設計され、デジタル技術を取り巻く状況が変化し続けること
を踏まえて、アジャイルな方法で策定されています8。デン
マークは、デジタル庁が策定した七つの原則9と、それを補完
する「アジャイルな規制」に関する五つのルール10に基づき、
新しい法律がデジタルに対応しているかどうかを評価する
ことを義務づけています。

ユーザー中心の政策立案は、新
法が制定される前にユーザーの
声を生かすものです。例えば、欧
州委員会は、内部文書を市民、
学術機関、報道機関、非営利団
体と共有できる方法を再設計す
るためのユーザー研究を実施し
ました。委員会は5日間のデザイ

ンスプリント（アイデアの価値を検証するプログラム）を企画
し、カスタマージャーニーを利用してユーザーのニーズを理
解し、それらのニーズに基づきプロトタイプを開発し、エンド
ユーザーの下でプロトタイプの検証を行いました11。欧州委
員会は、デジタルスプリントを通じて領事館員と国境警備隊
のニーズを理解し、デジタルビザ申請プロセスに関する両者
のフィードバックを得ることが目的とされ、将来のデジタル
ビザ申請政策の設計にあたっても同様のユーザー研究を
行っています。この二つのユーザーグループから提供される
情報は、EUのデジタルシェンゲンビザ（短期滞在ビザ）に関
する新しい政策に組み込まれます。

デジタル対応政策は、有効性が長期にわた
り、相互運用可能で、行政担当者、市民、事業
者にとって負担が少なくなるよう設計されて
います。
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行政機能に係るアジャイルなイニシアチブ

ビクトリア州政府は、州
政府全体にアジャイルな
働き方を浸透させるため、
Agile Delivery Officeを
創設しました。

米 国 公 共 行 政 アカデミー の
Agile Government Centerは、
アジャイルガバメント推進に向
けて行政、財団、学術機関、民間
セクターをまとめています。

ニュージーランドは、ルールを
機械で読み取り可能なコード
に変 換することを目的とした

「Legislation as Code」の概
念について実験を進めていま
す。

英国の金融行為監督機構は、
COVID-19関連の課題に取り組
むためのデジタル規制サンドボ
ックスを設置しました。

カナダ共 有サービス局（S h a re d 
Services Canada）は、革新的なア
ジャイル調達方法を検討し試行する
Centre of Expertise in Agile and 
Innovative Procurementを設立
しました。

日本の金融庁は、日本
暗号資産取引業協会に
国内取引業者の自主規
制と監視の権限を与え
ています。

デンマークは、アジャイル
ガバナンスの慣行の一環
として、新法がデジタル
対応かどうかの評価を義
務づけています。

インド準備銀行は、フィ
ンテック企業が革新的
な商品やサービスをテ
ストできるように規制の
サンドボックス制度を
開始しました。

LabGobARは、ユーザー中
心設計、アジャイル開発、共
同政策立案などの手法を
活用して、アルゼンチン政
府に公共政策について助
言を行っています。

マレーシア中央銀行は、
フィンテック市場のイノベ
ーションを支援するため、
Financial Technology 
Enabler Groupを創設し、
その取り組みの一環とし
て規制のサンドボックス
制度を開始しました。

ベルギーにあるE U 
Policy Labは、政策
立案における創造性
とイノベーションを促
進することを目的と
した施設です。



一方、英国司法省は、政策立案プロセスのあらゆるポイント
でユーザー参画を促すUser-Centered Policy Design部門を
創設しました。この部門は、裁判制度の近代化、社会復帰を
促進する刑務所の創設、若い犯罪者の再犯率低下を目的と
した政策を手がけています。

パンデミック下において、行政機関は、規制の検討にかかる
期間を短縮し、パンデミック対応の指針及び民間セクターの
イノベーション促進策として「ソフトロー」を採用することによ
り、迅速かつ柔軟に規制を運用する能力を高めてきました12。
このことは、関係規制機関との関係で、さまざまな規制を並
行して改変すること及びフィードバックを加速させることが
特に重要になっています。

規制のサンドボックス制度は、行政が監視できるコントロー
ル可能な環境にイノベーションのための空間を作るもので
す。2020年4月、英国民間航空局は特定のドローン事業者に
対し、サンドボックス制度を利用した共有の空域での目視外
試験飛行を許可しました13。インドの保険規制開発局は保険
会社を対象とした規制のサンドボックス制度を開始し、1社に
対し、COVID-19用のニーズに応じた新しい保険商品の試験を
認めました14。マレーシアのNational Technology and Inno-
vation Sandboxは、国のCOVID-19経済回復計画の一環とし
て、医療、旅行・観光業、製造業、農業、教育等の主要セク
ターにおける先端技術の利用促進を目的としています15。

ソフトローは、法的な拘束力はありませんが、問題が発生し
た際に政府が迅速に対応し、イノベーションを妨げることな
く公共・民間セクターに必要な指針を提供できるようにする
ものです16。このような規制には、ガイドライン、基準、倫理的
な枠組み等が含まれ、これらは正式な法律より施行までの
時間が短いのが一般的です。例えば、欧州委員会は、政策や
法律のプロセス全体（政策提案から既存法の評価まで）を
通して委員会が考慮すべきガイドラインやツールを定めた
規制改善ツールボックスを作成しています17。

パンデミック下では、多くの行政機関が、急速に変化する状
況に対応するためソフトローを採用しました。例えば、インド
では、保健・家族福祉省がCOVID-19に対応して遠隔医療を
拡大するためのガイドラインを通告し18、西オーストラリア州
保健省は、個人用防護具の使用とCOVID-19感染疑いおよ
び確認患者の検査、輸送、宿泊について、地域医療機関向け
のガイドラインを発行しました19。

行政機関は、急速に変化する技術に対応するためにもソフ
トローを採用しています。2016年に米国運輸省道路交通安
全局は自動運転車に関するガイドラインを発行しました。こ
のガイドラインは、その後の技術を取り巻く情勢の変化に対
応するため、4回にわたり改訂されています20。2020年に
ニュージーランドは、政府機関によるアルゴリズムとデータ
の使用に関する原則を定めた政府アルゴリズム憲章を公表
し、24以上の政府機関が、この憲章に従うことを誓約してい
ます21。

リスクベースの規制は、商品やサービスをケースバイケース
で評価する柔軟性を行政機関に与えるもので、リスクの低
いイノベーションについては許容度を高め、ハイリスクと考
えられるイノベーションにはより厳しいルールを課すことが
できます。欧州航空安全機関は、ドローン規制を「オープン」

（低リスク）、「特定」（中リスク）、「認定」（高リスク）の三つの
リスクベースのカテゴリーに分類しました。目視範囲内に留
まるドローンについては、正式な認可は必要なく、目視外を飛
行するドローンには、有人機と同じルールが適用されます22。
リスクベースの規制は、アナリティクスと組み合わせると、
極めて高いコスト効率で規制の目的を達成する手段になり
ます。

アジャイルな規制

パンデミック下では、多くの行政
機関が、急速に変化する状況に
対応するためソフトローを採用
しました。
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ここ数年、行政機関は、よりアジャイルな調達プロセスへと
移行しつつあり、この動きはCOVID-19によってさらに加速し
ています23。アジャイルな調達によって、必要が生じた場合に
迅速かつ効率的に物資や技術を取得することができます。
例えば、インドはCOVID-19関連の物資購入に専用ポータル
を導入することで、これらの物資の調達期間を2週間から5
日間に短縮しています24。

アジャイルな調達プロセスは本質的に柔軟性が高いため、
行政機関は革新的なソリューションを活用することもできま
す。例えば、米国国防総省は、「Other Transaction Authority

（OTA）」契約によって調達プロセスを加速しており、特定カ
テゴリーの1000万ドル以下の新規考案物は多くの連邦調達
ルールを免除されるというものです25。

米国国土安全保障省は、新しい調達方法を試すことができ
るProcurement Innovation Lab（PIL）という枠組みを導入
しました。PILは、省庁間で継続的なフィードバックとベスト
プラクティスを共有することで、イノベーションとリスク管理
を促進します26。PILによって、関係する調達案件の契約サイ
クルをそれぞれ20～50%短縮することができました27。米国
連邦政府は、PILが有効であることを踏まえ、2021年に少な
くとも4機関にもPILモデルを導入しようとしています28。

アジャイルな調達は、初期のソリューションの成果を、文書
化された製品仕様書に頼ることなく迅速に評価するために
使われることがあります。例えば、米国内国歳入庁（IRS）は、
新しいテクノロジーの調達プロセスを加速すべく、Pilot IRS
を創設しました。このプロセスは、ソリューション、テクノロ
ジー、サービスが当該機関に適しているかどうかを、追加資
金を供給する前にIRSが判断できるようにします29。

さらに、アジャイルなアプローチでは、必要に応じて柔軟に
請負業者を追加することもできます。シンガポールは、2019
年に複数年一括入札についてダイナミック契約を導入しま
した30。この契約では、請負事業者を一つに限るのではなく、
契約期間中に新しい請負事業者を新たに参加させる仕組
みが確保されています31。ヨーロッパの行政機関は、オンラ
インでのダイナミック調達システム（DPS）を使ってクラウド
のインフラと関連専門サービスを調達しています。DPSは、
ベンダーが調達ライフサイクル中、いつでもプラットフォーム
に参加しサービスを提供できるというものです。このため、
必要に応じてベンダーを変更することができます。DPSの使
用によって調達のリードタイムは80%短縮されました32。

アジャイルな調達プロセスは本質的
に柔軟性が高いため、行政機関は革
新的なソリューションを活用すること
もできます。

アジャイルな調達
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アジャイル開発とは、一度にすべてを完成させるのではなく
漸増的に開発を進めていく反復型の協調的なソフトウェア
開発アプローチです。世界の政府機関は、10年以上前から
アジャイル開発へと移行を進めてきました。2017年には、米
国連邦政府のITプロジェクトの80%がアジャイル型あるい
は反復型でした。2002年には、この割合はわずか10%でし
た33。

英国政府は、アジャイル開発手法を用いて政府のウェブサイ
トGov.ukを構築し、1,882の行政機関のウェブサイトが、3年
以内にこのサイトに置き換わりました34。2012年のサイト立
ち上げから8年以上がたちますが、Gov.ukはユーザーの
フィードバックに基づいて進化を続けています35。

政府機関は、アジャイルソフトウェア開発の補完的アプロー
チでソフトウェアの開発担当者と運用担当者が、縦割り構造
の下で働くのではなく、チームを組んでITプロジェクトを進
めることを可能とするDevOpsも採用しています。これら二
つのIT部門間の協力関係を促進することにより、ソフトウェ
アはより統合され、開発ライフサイクルは短くなります。英国
政府デジタルサービス（GDS）と米国デジタルサービス
（USDS）は、DevOpsを使ってチームを編成しています36。

DevSecOpsはDevOpsモデルをさらに進め、開発と運用の
ほかにセキュリティを統合する手法です。その目標は、まず
セキュリティを構築し、自動化を高め、アジリティとスピード
を強化することです。米国食品医薬品局は、生物学的製剤評
価研究センター内で大がかりなDevSecOpsイニシアチブを
開始しました37。

米国のセキュリティクリアランス改革の鍵である全米バッ
クグラウンド調査システムも、アジャイルなソフトウェア配信
プロセスとDevSecOpsアプローチを使って開発されていま
す38。 アジャイルな労働力は行政が機敏に対応するための鍵であ

り、COVID-19は柔軟な労働力に関する多数のイニシアチブ
を促進しました。しかし、その柔軟性を長期的に持続させる
には、政府機関は行政機関の仕事の進め方を構造的に改
革するための新しいアプローチを採用する必要があります。
米国人事管理局は、パンデミック対策のため採用する人材
について、通常なら時間のかかる採用プロセスを短縮して
採用することを各機関に許可しました。この許可の下、連邦
政府機関は標準的な採用プロセスにこだわることなく、元
連邦職員の採用や退職者の再雇用が行えます39。

アジャイル開発

アジャイルな労働力
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パンデミック以前でも、行政機関は主な人材を採用、配置す
る際の柔軟性と環境変化に即応するための機敏性を高め
ようと、さまざまな手法を試みていました。オーストラリア
は、デジタルスペシャリストを見つけて採用することや、プロ
ジェクトごとの見積もりの要求、デジタルトレーニングの受
講がより簡単になる、デジタルマーケットプレイスを導入し
ました40。

カナダのTalent Cloudは、行政機関がプロジェクトのニーズ
に合わせて利用できる組織横断的な人材のマーケットプレ
イスを開発し、スキルベース、プロジェクトベースの人材モ
デルへの移行を目指しています41。そこから分離したFree 
Agentsプロジェクトでは、選抜された職員は、各自の関心
やスキルに応じて他の部門に異動できるようになっていま
す42。

オーストラリアでは、ジムやパブなどの事業者の監視にあた
る検査官を大幅に拡充し COVID-19ガイドラインの遵守徹
底を図る取り組みにおいて、ニューサウスウェールズ州の労
働安全機構と公正取引局の検査官200人以上に食品安全
衛生の監督権限を与えました43。

最後に、パンデミックによってリモートワークへの移行が進
んだことで、オフィス環境以外でも仕事はできるという考え
が裏付けられました。それを受けて、行政機関は、職員を週
に2～3日在宅勤務させる、新しいハイブリッドモデルを試し
ているところです。これが導入されると、こうした変化によっ
て、さらなる柔軟性の向上につながり、デジタル化が一層促
進されるでしょう。

・2020年6月現在、EUの法律と公文書の公式ウェブサイト
Eur-Lexでは、384件のCOVID-19関連文書が発行されてい
ます。このうち62%がソフトローです44。

・調査対象の米国政府高官の78%が、アジャイル手法と
DevOps手法の利用は自分たちの組織にとても好影響を
与えると考えています45。

・実験の実施。アジャイルガバメントは、さまざまな領域（調
達、ガバナンス、労働力確保等）において、サンドボックスや
ポリシーラボ等の革新的な技術を用いて、各種の手法や
ツールの試験的使用を行う必要があります。

・エコシステムの範囲の拡大。必要な技術的ノウハウは、行
政の外にある場合もあります。公共機関は連携やパート
ナーシップの範囲を拡大し、これらのイノベーションを行政
にもたらすべきです。また、採用を迅速に進めるため、オンデ
マンドワーカーやギグワーカーを活用することもできます。

・プロセスにおける柔軟性の向上。ガイドライン、行動規範、
基準等の「ソフトロー」によって、規制当局は機敏にディスラ
プティブな変化に対応できるようになります。同様に、採用
の仕方の柔軟性を高めることで、採用にかかる平均時間を
短縮できます。

・アジリティの文化の浸透。行政機関は、職員のアジャイル
思考を育成し、迅速なフィードバックループを導入するべき
です。それがプロセスのマニュアルやルールよりも市民や事
業者にとっての成果を優先することにつながります。

データに見る徴候

今後に向けて
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行政機関によるサイバーセキュリティエコシステム形成の促進

サイバーセキュリティエコシステムにおける
行政機関の役割増大

イバーセキュリティの分野では、コラボレーショ
ンやエコシステムは決して新しい話題ではあり
ません。ところが昨年、サプライチェーンへの攻

撃やクラウドへの急速な移行、リモートワークの導入などさ
まざまな出来事が起きた結果、行政機関ではエコシステム
への関与を既に始めているものの、セキュリティへの取り組
みがまだ追いついていないことが明らかになりました。

サイバーセキュリティエコシステムへの参画の動きはますま
す加速してきています。これは、今までより高度なツールや
多彩なリソースを利用できるようになったことが大きな理由
です。例えば米国では、サイバー脅威に関する評価業務をア
ウトソーシングしている州が2018年は全体のわずか43%
だったのに対し、2020年は60%にも上りました1。ただし、こ
のところ行政機関や民間業者への大規模なハッキングなど
も起きており、ネットワーク化されたエコシステムの中で活

動するのにはさまざまな問題があることも分かっています2。
ネットワークでつながった現在の世界では、ある組織の脆弱
性がパートナーやクライアント、さらには産業界全体に脅威
をもたらすことになりかねません。サイバー攻撃は爆発的に
広がり、官民両方のネットワークに瞬く間に伝わっていきま
す。その一例が、2017年に起きたWannaCryランサムウェア
による攻撃です。英国国民保険サービスの端末など、世界
150か国で30万台を超える端末が被害を受けました3。

それでは、エコシステムに参画するメリットを一切損なうこ
となくリスクも緩和するには、行政機関はどうすればよいの
でしょうか。その答えは、サイバーセキュリティにおける行政
機関の役割を変えることです。行政機関は自組織のネット
ワークを守ることだけに甘んじることなく、公共・民間のエ
コシステム全体にわたってセキュリティのバランスを取るべ
く、多くの機関が自らの役割を広げ始めています。

サ
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行政機関は単独では機能しません。そのため、国として適切
なサイバー防御体制を整えるには、公共ネットワークのセ
キュリティ保護のみを担うのではなく、官民両方のネット
ワークのセキュリティ保護を支援する形に変えていかなけ
ればならない、という認識が高まってきています。こうした方
向に既に舵を切り始めた国も数多くあります。英国で2016
年に立ち上げられた国家サイバーセキュリティ・センター
は、サイバー脅威とサイバー攻撃に国として一元的な対応
を取るべく創設されたものです4。公共部門や、中小企業を
含む民間部門に加え、一般市民にもサイバーセキュリティの
サポートを行っています5。昨年は723件のインシデントに対
応したほか、一般市民向けに不審メールの報告サービスも
立ち上げ、230万通の不審メールにフラグを立て、わずか4カ
月で悪質なウェブサイトを2万2,000サイト削除しました6。

サイバーエコシステムの脆弱性は官民一体の問題として考
えなければならないという認識は米国防総省（DoD）でも浸
透し、それを受けて「サイバーセキュリティ成熟度モデル認
証（CMMC）」が公表されました。これは、同国の防衛産業基
盤企業30万社を対象にしたサイバーセキュリティ対
策に関する統一規格です7。サイバー管理とサイバー
コンプライアンスの枠組みとして、DoDの元請業者と
その下請業者のサイバー管理状況について、第三者
分析を行うよう求めています8。

ただし、行政機関のこうした役割の変化には軋轢も
伴います。新たな役割で成果を上げるには、外部との
関係構築や人材管理、さらには組織内の業務まで、そ
れぞれの管理の仕方を変えていく必要があります。

エコシステムは、当然ながらさまざまな関係性によって成り
立っています。そのため、エコシステムのセキュリティを保護
するには、こうした関係性を活用して、情報共有と行動規範
の設定を行う必要があります。機密データを「need to know

（知る必要のある）」原則に当てはまる人とのみ共有するこ
とに慣れていた行政機関にしてみれば、これは非常に大き
な変化かもしれませんが、データ共有や、関係先と協力しな
がらの意思決定を重視する動きはあらゆるレベルで進んで
います。

エコシステムには国際レベルで形成されているものもあれ
ば、特定の国や地域に限定されているものもあります。前者
の例として挙げられるのがCSIRTAmericasです。これは南北
アメリカ地域のコンピュータセキュリティインシデント対応
チームのコミュニティで、情報と知識の共有を多くの場合リ
アルタイムで行うことで、COVID-19パンデミックやWanna-
Cryランサムウェア攻撃などの非常事態にも一致団結した
対応を示してきました9。

英国で2016年に立ち上げられた国家
サイバーセキュリティ・センターは、サ
イバー脅威と攻撃に国として一本化
した対応を取るべく創設されたもの
です。

サイバーセキュリティにおいて
変わりつつある行政機関の役割

関係性の再構築：
情報と規範の原則は

「need to know」から「共有」へ
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サイバーセキュリティエコシステム関連のイニシアチブ

オーストラリアのジョイント・サ
イバーセキュリティ・センターは、
官民学のサイバーセキュリティ専
門家を集め、データやセキュリテ
ィ脅威の共有、ベストプラクティ
スの交換を可能にするため立ち
上げられました。

US National Cyber Investigate 
Joint Task Force（米国サイバー
調査ジョイント・タスク・フォース）
は複数の機関が参画するサイバー
センターで、情報の連携、共有、統
合を行い、サイバー脅威調査を支
援しています。

Cyber Surakshit Bharat 
Yojana（インド・サイバーセ
キュリティ計画）はインドの官
民パートナーシップで、テクノ
ロジーやコンサルティング系
の大手企業が公務員を対象
にサイバーセキュリティに関
する研修を行っています。

EUサイバーセキュリティ庁は、オ
ンラインツールキット「ISAC in a 
BOX」を開発しました。このツール
では、サイバー脅威に関するデー
タ共有が可能なデータ共有・分析
センターの設立、開発、評価を行
うことができます。

Canadian Cyber Threat 
Exchange（カナダ・サイバー
脅威エクスチェンジ）は、官民
両部門のサイバー脅威情報の
収集、分析、共有を行う目的で
創設されました。

ドバイ金融サービ
ス機 構 は 、金 融 機
関同士での情報共
有を促すための「サ
イバー脅威インテリ
ジェンス・プラット
フォーム」を立ち上
げました。

Singapore Cybersecurity 
Consortium（シンガポール

・サイバーセキュリティ・コン
ソーシアム）は、産業界、学術
機関、行政機関の関わり合い
により、研究、技術移転、人材
育成の促進を促しています。

フィリピン空軍はPLDTグ
ループと提携を結び、空
軍職員への研修と、サイ
バー脅威に対するキャパ
シティビルディングを行っ
ています。

英国の国家サイバー
セキュリティ・センター
では、サイバー脅威と
サイバー攻撃に国とし
て一元的な対応を取
っています。

Global Forum on Cyber 
Expertise（サイバー専門
知識に関するグローバル

・フォーラム）は、事業者
と国際機関との連携によ
るサイバー分野における
キャパシティビルディング
を目的に、オランダ政府
によって立ち上げられま
した。

アイルランドの国家サ
イバーセキュリティ・
センターでは、国のIT・
重要インフラ業者にサ
イバー脅威と脆弱性
に関する助言と通知
を行っています。



一方、一国内でのレベルでのエコシステムの例としては、オ
ランダの官民、知識集約型産業セクター、高等教育機関から
選ばれた組織が合同で設立した、セキュリティのイノベー
ションに取り組む共同体「Hague Security Delta（ハーグ・セ
キュリティ・デルタ）」があります10。米国では、米国多州間情
報共有・分析センター（MS-ISAC）の会員となった行政機関
の数が2020年11月に1万に達し、過去7年間で約9,000組織
も増加しました。MS-ISACは、米国50州、各自治体、および各
米領の行政機関のネットワークで、最新のサイバー脅威に
関する情報の交換や、サイ
バー衛生に関する取り組み
の共有、サイバーリスクの
評価を行うために設立され
たものです11。

地 域 レ ベ ル で は 、C i t y  
N at i o n a l  B a n kやI B M 、
AT&T、Cedars-Sinai、サン
タモニカ市等がパートナー
となって設立し、会員からサ
イバー脅威に関する情報を
集めているLos Angeles 
Cyber Lab’s Threat Intelli-
gence Sharing Platform

（ロサンゼルス・サイバーラ
ボ脅威インテリジェンス共
有プラットフォーム）があり
ます。会員であれ ば、この
データを匿名で共有し、分
析や比較に使うことができ
ます。ラボでは、収集した情
報を基にサイバー脅威に関する情報やトレンド分析を、脅威
を独自に追跡するだけの力がない中小企業なども含めた
全会員に提供しています12。

エコシステムのコラボレーションを拡大すると、組織内で使
用するシステムやデータ、ツールの数が増え、種類も多彩に
なります。そうなれば、大多数の組織が単独では提供できな
いような幅広いスキルを備えた技術人材が必要です。ただ
幸いにも、行政機関はエコシステムのおかげで適切なスキ
ルを備えた適切な人材を獲得しやすくもなります。学術機関
と産業界から成るエコシステムであれば、行政機関は自ら
のニーズばかりを追い求めるのではなく、むしろサイバーセ
キュリティ人材に関する活気ある共通市場を創出すること
で、人材不足を補いやすくなります。

教育機関

イスラエルでは、中学校から大学院まで国内の教育制度の
あらゆるレベルでサイバーセキュリティに関する教育を行っ
ており、大学院ではサイバーセキュリティの博士号を取得す
ることもできます13。

一方、米国でのサイバーセキュリティに関する教育イニシア
チブは、高等教育での教育に力を入れてきました。例えば、

米国立標準技術研究所はフ
ロリダ国際大学に補助金を
給付し、州や地元自治体、国
内企業、連邦政府で働くサイ
バーセキュリティ人材育成の
ために組まれたプログラムを
支 援しています14。バッファ
ロー大学は、未来のサイバー
セキュリティ専門家育成のた
め、米科学財団から239万ド
ルの補助を受けました15。ま
た、米国土安全保障省の科
学技術部門は、幼稚園から高
校までとその上の高等教育
機 関 に対して、サイバー セ
キュリティに特化した補助金
と、同部門協力による教育プ
ログラムを提供しています16。

官民連携

米国を拠点とするCyberse-
curity Talent Initiative（サイバーセキュリティ人材イニシア
チブ）は、連邦機関、学術機関、民間部門による共同イニシア
チブで、さまざまな分野から選抜した学生を、サイバーセ
キュリティ人材を必要としている連邦機関に2年間派遣する
取り組みを行っています。学生は派遣期間の終盤になると、
このイニシアチブに参加している民間企業に正社員として
雇用してもらう希望を申し出ることができます17。一方、英国
では民間部門との連携策として技術アクセラレータモデル
を採用し、行政機関内外でのサイバーセキュリティに関する
イノベーションの発見と、それに対する資金援助を目的とし
たDefense and Security Accelerator（防衛・セキュリティア
クセラレータ）を創設しました18。

米国でのサイバーセキュリ
ティに関する教育イニシア
チブでは、高等教育での教
育に力を入れてきました。

人材は「個別」に確保するものから
「共同」で育てる方向へ
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コンテストと賞金

行政機関では、外部のサイバーセキュリティ能力も活用しよ
うとコンテストも利用しています。その中でよく知られている
モデルが「バグバウンティ（脆弱性報奨金制度）」です。これ
は、行政機関が、事前に審査を受けたハッカーにネットワー
ク内の脆弱性を発見してもらい、発見するごとに報奨金を渡
す制度です。「Hack the Pentagon（ペンタゴンをハックせ
よ）」は米国で初めて開かれた大規模なバグバウンティで、
1,400人のハッカーが登録し、競い合いました。このとき、開
始から最初の脆弱性を発見するまでの時間はわずか13分
でした19。

シンガポール国防省も2018年初めにバグバウンティを開催
し、35件の脆弱性を発見しています。優勝者には賞金2,000
シンガポールドルが贈られました。同年末に開催した別の
大会では、全部で26の脆弱性が修正され、発見者には賞金
として合わせて1万2,000シンガポールドル弱が贈られまし
た20。

大きなエコシステムの中で業務を行うようになれば、行政
機関は他との歩調を合わせるために今までの業務も当然
変えていくべきでしょう。エコシステムの中で相互接続する
デバイスの絶対数が増えれば、ネットワークの外で脅威を食
い止めることが前提の古いセキュリティモデルはもはや機
能しません。逆に、セキュリティは、脅威が既に存在すること
を前提にアクティビティが信用できるかを評価する「ゼロト
ラスト」のようなモデルに移行し始めているのです。

このゼロトラストモデルは、COVID-19の影響やそれに伴うリ
モートワークへの急速な移行によって、導入が急激に進み
ました。デロイトがITプロフェッショナル約600人を対象に
行ったある調査では、37%が「COVID-19によってゼロトラス
トの導入が急激に進んだ」と回答しています21。

業務は「食い止め型」から
「確認型」へ

そうした当初の関心は広がりつつあります。米国では44の連
邦機関で、ゼロトラストの研究かその導入のいずれかに項目
別資金援助を行う専門チームが創設されました22。英国で
は、国家サイバーセキュリティ・センターがGitHub上でゼロ
トラスト原則のベータ版をリリースしており23、外部の組織は
これをガイドとして用いながら、独自の情報システムとネッ
トワークを開発することができます24。

これを鑑みるに、ゼロトラストネットワークの導入は、サイ
バーセキュリティ対策の単なる代替案というより、行政機関
がサイバーエコシステムでの新たな役割に順応しつつある
ことを示す重要な兆候といえます。

・オーストラリア連邦政府は、今後10年間で13億5,000万豪
ドルをサイバーセキュリティ分野に投じる計画です25。

・ベンダー提供の情報セキュリティ関連製品・サービスに対
する米連邦政府の需要は、2019年度の119億ドルから2024
年度は154億ドルに増加し、複合年間成長率は5.3%に達す
ると見られています26。

・全米各州の最高情報セキュリティ責任者の76%は、サイ
バーセキュリティ機能の向上に最も効果を発揮するのは中
央集権モデルであると考えています27。

最先端のツール・技術へのアクセス向上。サービスプロバイ
ダ、行政機関、学術機関、民間部門など幅広いパートナーと
提携することで、政府はサイバーセキュリティに関する最先
端のツールやテクノロジー、ベストプラクティスを常に手に
入れることができます。

脅威情報の共有規模拡大。自治体から国レベルまでのあら
ゆるエコシステム、さらには他の国とも連携することで、最
新の脅威指標が確実に手に入るようになり、先行的な対策
を実施できるようになります。

主力人材プールの成長。幅広いサイバー人材の揃ったエコ
システムを活用することで、的確な人材を確保しやすくなり
ます。

ゼロトラストのマインドセットの定着化。新規投資に関する
判断であれ、DevSecOps形式のオペレーションに関する判
断であれ、サイバーセキュリティには役員などの決定権者の
理解が必要です。

データに見る兆候

今後に向けて
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公共領域におけるダイバーシティ（多様性）、
インクルージョン（受容性）及びエクイティ（公平性）の組み込み

公平かつ包摂力のある政府

政には社会的価値を反映すべきです。インク
ルージョン、ダイバーシティ、エクイティの問題が
世間の注目を浴びる中、政府は組織的な不均

衡の背後にある原因に対処することの重要性を認識し、政
策立案、実施、評価方法の根本を問い直し始めています。

インクルージョンとは、一般的に、すべての人がチーム、職
場、組織、社会の中で評価され、尊重され、歓迎されていると
感じられるようにすることです1。エクイティとは、一般的に、
資源への公平なアクセスを保証する措置や、不利な状況に
ある人々をはじめ、すべての人の前進を促すその他の政策
を講じることを指します2。

公平かつ包摂力のある政府は、過去の資源の不均衡や機会
利用に対する構造的な障壁に対処するよう努めており、人
種、性別、性的指向、性同一性、障害、社会経済的地位に基
づく不利益に共通する要素に働きかけます。また、これらの
不利益を解消するためには政策立案と事業開発が重要で
あることを認識しています。

目指すべきは、治安維持、刑事裁判、教育、医療、住宅供給、
事業支援、さらに政府の人材管理も含む複数の分野で、制
度的人種差別と制度的不平等に対処することです。それに
は、行政の機能を組織的に変える必要があります。

行
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以下のセクションでは、世界各国の政府が採用している公
平かつ包摂的なアプローチの中から主なものをいくつか取
り上げます。

インクルーシブデザインという概念は、ユニバーサルデザイ
ンとしても知られ、決して新しいものではありません。政府
は何十年も前から、主に身体的な障害に適応するためのイ
ンフラの整備という形でこのアプローチを採用してきまし
た。例として、音の出る歩行者用信号や車椅子用のスロープ
が挙げられます。

変わった点としては、この概念が物理的なインフラ
やアクセシビリティのニーズを超えて拡大している
ことです。政府は行政サービスをすべての市民が
利用できるようにしようと考え、プログラムの構造、
通信プラットフォーム、デジタルアルゴリズムを再
考しています。さらに、身体的制約、教育や言語の
の違い、精神疾患のある人への対応に目を向けて
います。

例えば、ケニアはUNICEFと提携して聴覚・視覚障害や知的
障害のある児童が利用できる教育システムをデザインし、音
声ナレーション、手話ビデオ、対話機能、画像の音声描写等
の機能を組み合わせたマルチメディアオーバーレイを搭載
した使いやすいデジタルデバイスを配布しています3。インド
政府は、COVID-19に関する情報を提供するモバイルアプリ
の公開時、市民の大半がスマートフォンを利用できないこと
を考慮し、覚えやすい電話番号を用いた音声自動応答シス
テムを開発しました4。

政府は、複雑な問題を解決するデザイン思考プロセスを制
度化することにも重点を置いています。例えば、ノルウェーの
StimuLabは、国や自治体がデザインの原則とプロセスを適
用し、政府の事業やサービス提供にイノベーションを起こせ
るよう支援しています5。StimuLabは、民間企業のノウハウを
活用し、デザイン思考にとどまらず、未来の予測、影響評価、

データ分析、行動心理学等の幅広いツールキットを使って複
雑な社会問題を解決しています。StimuLabは、2016年の創
設以来、人々が経済不安に陥ることの防止、社会的排除へ
の取り組み、国のデジタルアーカイブシステムのロードマッ
プ開発、部門横断的な官民協力イノベーションなどの多様
なプロジェクトを推進しています6。StimuLabは、すべてのプ
ロジェクトに「トリプルダイヤモンド」というデザイン思考手
法を用いています。第一のダイヤモンドは診断フェーズで、複
雑な公共問題の根本原因の理解、ステークホルダー間の共
通理解の確立、グループ内のコミットメント構築に焦点を当
てます。第二と第三のフェーズは、アイデアの探求、コンセプ
トのテスト、そして最後にソリューションのプロトタイピング
と拡張に重点を置いています7。

さらに、政府はインクルーシブデザインからエクイティを重
視するデザインへ移行する取り組みを慎重に進めています。
例えば、ワシントンDC市政府内の一部門のLab @ DCは、市
のサービスを利用しやすくするため、行政手続きに係る申請
フォームのデザインを変更しました8。2017年、同ラボは人間
中心デザインの原則と平易な言葉を使うForm-a-Palooza
を立ち上げ、特によく使われる30の申請フォームのデザイン
におけるバイアスを解消しました9。例えば、体の不自由な住
民のための障害者専用駐車場の申請には、以前は医師の
証明書を取得し、次に地元の自動車局へ行って駐車許可証
を受け取り、申請書に公証を受け、最後に運輸省へ行って
フォームの現物を提出しなければなりませんでした。これら
四つの手順のいずれも、住民がそれぞれの窓口を訪れて手
続きを完了する必要がありました。デザイン変更によって公
証が不要になり、申請フォームをメールで送信できるように
なったため、最後の二つの手順がなくなりました10。

StimuLabは、すべてのプロジェクト
に「トリプルダイヤモンド」というデザ
イン思考手法を用いています。

公平かつ包摂的なデザイン
公共領域におけるダイバーシティ（多様性）、
インクルージョン（受容性）及びエクイティ（公平性）の組み込み
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政府主導のインクルージョンとエクイティのイニシアチブ

オーストラリアのWomen in STEM and 
Entrepreneurship助成金制度は、女
性の理工学系の教育やキャリアを奨励す
る、ジェンダー平等イニシアチブです。

シアトルのRace and Social 
Justiceイニシアチブは、市政
府における制度的人種差別
と人種による格差を解消する
ことを目的としています。

2016年、ポートランド市議会
は、地域におけるデジタルエ
クイティを改善するため、デジ
タルエクイティ行動計画を採
択しました。

India Stackは政府が管理する
オンライン決済とデジタルアイ
デンティティのオンライン規格
で、これによりインドの金融面の
インクルージョンが急拡大しま
した。

ロッテルダム市のMentors 
of Rotterdamプログラムは、
恵まれないコミュニティの子
どもたちの教育成果を向上さ
せるため、1対1のメンター制
を提供しています。

ベイ・オブ・プレンティ地区
保健局のマオリ保健イニシ
アチブであるToi Oraは、マ
オリコミュニティの保健の
公平性を高めることを目的
としています。

カナダは、研究エコシステムに
おいてハンディを背負った人々
が経験した制度上の障壁に対
処するため、Dimensions実
証実験プログラムを開始しま
した。

ドバイのユニバーサル
デザインコードは、身
体障害、感覚障害、知
的障害を持つ人々が利
用しやすいようにインフ
ラや交通システムをデ
ザインする方法を定義
しています。

ミャンマ ー の A l t e r n a t i v e 
Educationフレームワークは、
正規の学校システムから脱落し
た児童や成人に、利用しやすく質
の高い学習機会を卒業証明付き
で提供するためのものです。



さらに一歩進むと、エクイティ重視のプロセスや政策は、歴
史的に疎外、抑圧、排除されてきたグループが直面する制度
的障壁の解消に役立ちます。例えば、有罪判決を受けた犯
罪者に関する政府の政策は、前科のある人が多くの機会に
アクセスするのを阻んでしまう場合があります。前科の有
無に応じてある程度の制約を課すことは適切かもしれま
せんが、多くの政策は、軽犯罪者が仕事を探すのを不必要
に難しくしています。例えば、2018年にホワイトハウスは、刑
務所から社会復帰する米国人の就労を支援するプログラ
ムを発表しました。ニューヨーク州は2015年に、軽微な罪
を犯した者に対して、その違法行為を犯罪記録報告書に表
示させない方法を提供する転換プ
ログラム「Project Reset」を立ち上
げました11。

上述の例のようなデザイン思考と人
間中心デザインの応用は、氷山の一
角にすぎません。デザインの原則を
使うと、住宅入居差別、融資におけ
るアルゴリズム上のバイアス、刑法
における無意識のバイアス等、多数
の分野における制度的差別や歴史
的差別を緩和し、さらに解消するこ
とも可能です。

公共財への市民のアクセスは、経済的成功に大きく影響す
ることがあります。農村部を中心に、学校が資金不足で犯罪
率が高く、インターネットへのアクセスも限られた低所得地
域の子どもは、元々困難の伴う大人になるまでの道のりに、
さらに多くの課題を抱えることになります。

政府は次第に、より公平に公共財を配分しようと考えるよう
になっています。しかしながら、重要な成功要因の中には、公
共財だけに関係するのではなく公共政策の影響を受けるも

のが多数あります。低所得地域は、
5Gのような新しい通信技術を享受
するのも最後になることが多く12、医
療や娯楽などの施設へのアクセス
も多くの場合は限られています。政
策は、不平等や差別的慣行に対処
すべく、民間からの融資、住宅供給、
雇用慣行にも影響を与えることが
できます。

政府は、公共財への公平なアクセス
を提供し、準公的・私的な財・サービ
スへの公平なアクセスに作用する
政策手段を実行する中心的な役割
を担います（図1）。

ニュージーランドのDigital Inclu-
sion Blueprintは、アクセス、スキ
ル、信頼、動機づけの四つの主要要
素に焦点を当てています。この計画
は、インターネット、デバイス、コンテ
ンツへのアクセス以外に、それらを

利用するために必要なデジタルスキルの向上、オンライン上
で信頼できる情報などを見極める能力、デジタル体験を各
コミュニティにとってより有意義なものにすることを重視し
ています13。

これらのデザイン思考
と人間中心デザインの
応用は、氷山の一角に
すぎません。

公共財への公平なアクセス
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目標は、すべての人が「デジタルの世界に参加し、貢献し、そ
こから恩恵を受けられる」ようにすることです14。米国では、
ジョー・バイデン大統領が、都市部以外で生活する人の雇用
機会を拡大するため、農村部のブロードバンドインフラへ
200億ドルの投資を指示しました15。

健康格差の分野では、イングランド公衆衛生局が、2020～
2025年の感染症戦略とNHS長期計画の重要な優先事項と
して、健康の不平等の解消を掲げました。公衆衛生局は、こ
れによって平均余命が向上するとともに、全人口において障
害が減少するというエビデンスを示しています16。

健康格差に対処するもう一つの方法は、健康の社会的決定
要因（SDOH）、つまり人が生まれ、成長し、生活し、働く状況
と、それらの状況を形成する周囲の社会構造や経済システ
ムに着目することです17。政府は、SDOHと健康の間に強い
関連があることを認め、この分野を強化しています。例えば、
アリゾナ州は現在、マネージドケア組織のメディケイドに対
し、住宅・公益サービス補助などの地域資源と併せて医療の
調整を行うよう求めています18。

輸送、特に公共交通機関は、労働の機会、健康的な食べ物、
教育へのアクセスを向上させることで、経済的な公平性に
直接影響を与えることができます19。Housing + Transporta-
tion Indexは、「住宅取得能力」の定義の再検討を促す分析
結果を提示しています。この分析によると、米国の約55%の
地域は手頃であると言えるものの、交通費を含めると、この
割合は26%に低下します。この指数 は、政府機関が公共交
通機関と移動手段の選択肢をもっと総合的に計画すること
の重要性を強調しています20。例えば、ワシントンDC運輸局
は、マイクロモビリティのレンタルサービス事業者に、低所得
地域向けにスマートフォン以外のアクセス方法と料金プラン
を提供するよう求めています21。

多くの政府は、COVID-19対応にも公平性の視点を取り入れ
ています。例えば、ニューヨーク市保健局は、検査件数が少
なく陽性率が高い地域（多くは住宅が密集した貧困地域）を
特定し、検査資源をそこに集中させるためにデータを使用し
ています。保健局は、これらの地域でサービスに平等にアク
セスできるよう、迅速な検査と共に、カウンセリングや医療
機関の紹介など包括的なサービスを提供しています22。

図1

各種の財・サービスへの公平なアクセスを保証するための政府の役割

私財準公共財公共財

・道路、高速道路、橋
・公共交通機関
・公立学校
・公園
・図書館

・医療
・高等教育
・インターネットアクセス、

公衆Wi-Fi

・民間貸付とクレジット
・手頃な価格の住宅
・民間企業の雇用

政府の役割 公平で包摂的な
アクセスの確保

公平で包摂的なアクセス
と手頃さの確保

行動を促しインセンティブを
提供することによって、公正性

と公平性を促進

出典：デロイトの分析
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政府が次第に新しい人工知能システムやアルゴリズムに依
存するようになり、データの公平性とデータの主権に関する
新たな懸念が生じています。データの公平性とは、意思決定
のために収集、分析されるデータに、対象となる住民の状況
を適切に反映させることで、社会から取り残されたコミュニ
ティに対するバイアスを阻止しようとする考えです。データの
主権とは、個人やコミュニティが自分たちのデータの収集、
所有、使用に関して有する固有の権利を指します23。

データドリブンな意思決定の信頼性は、元となるデータの信
頼性と同じと考えられます。つまり、基礎
データが、人種、年齢、民族、性別、社会
生活条件等、さまざまな小集団に属す
る人々を実際より少なく数えたり見落と
したりすると、不平等や不当な扱いにつ
ながる可能性があります。例えば、米国
国立標準技術研究所の報告によると、
ほとんどの顔認識アルゴリズムでは、特定のデモグラフィッ
クグループについてはアルゴリズムの精度が悪化します。こ
の報告によると、顔認識システムのエラー率が特に高かった

（誤検出された）のは、有色人種、女性、高齢者でした24。

多くの政府は、適切な意思決定を促すため、より正確に集団
を反映したデータを作成する方法を模索しています。英国国
家統計局は、従来の調査方法を改良し、COVID-19のパンデ
ミックが特定の小集団に与える影響について正確に理解す
るため、新しい調査方法を開発しました。さらに、グループの
違いによる新型コロナウイルスの影響を理解するため、既
存の国勢調査データを利用しています25。ニューヨーク市
は、2019年5月にAutomated Decision Systems（ADS）タス
クフォースを創設し、市がサービスや資源の配分を決定する
ために使っていたツールを評価しました。タスクフォースは、
ニューヨーク市のADSに対し公平、有効で責任あるアプ
ローチを構築する方法をとるよう勧告しました26。

データの主権は、データの所有権に関する問題（個人とコ
ミュニティのデータを誰が所有するべきか）が中心となって
います。一般データ保護規則などの法令は、データとそのプ
ライバシーに対する個人の権利に重点を置く傾向がありま
す。しかし、先住民のコミュニティなど、コミュニティのデータ
に対する権利はほとんど注目されていません。先住民問題
のための国際ワークグループは、先住民が自分たちのメン
バー、知識システム、慣習、領土に属するデータを所有、管
理、アクセス、占有する権利に注目した先住民のデータ主権

（ID-SOV）イニシアチブを開始しました27。このコンセプトは、
自分たちの人、土地、資源を支配する先住民族固有の権利
に由来しています28。

ニュージーランドのマオリ族のコミュニティは、Tikanga in 
Technologyプロジェクトを通じてID-SOVのコンセプトを実
行に移しています。このプロジェクトは、4年間で600万ドル
の政府資金を受けています。このプロジェクトの主な目的の
一つは、データの倫理的な使用が可能になるようITワー
カーを支援するためのツール、プロセス、仕組みを探求し、
マオリにとって公平な結果を得ることです29。

データの主権とは、個人やコミュニティが
自分たちのデータの収集、所有、使用に関
して有する固有の権利を指します。

データの主権とデータの公平性
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世界各地の政府は、個々の市民やコミュニティが自分たち
に影響を与える政策やソリューションの策定について発言
する機会を拡大しようとしています。このような「共創」モデ
ルは、市民やコミュニティを引きつけ、インクルーシブなガバ
ナンスを促進し、より公平な結果につなげることができます。
政府はまた、市民の参加をより有意義なものにし、市民が
「参加のはしご」を登れるようにすることに重点を置いてい
ます。これは、市民の参加を、情報共有や投票といった簡単
な活動から、協議とコミュニティへの関与、さらに意思決定
への本格的な参加へと移行させることを意味します30。

例えば、台湾では、政府がvTaiwanというオープンソースの
コラボレーションプラットフォームを使って市民、学者、ソフト
ウェア開発者を一堂に集め、COVID-19のパンデミックに効
果的に対応する方法についてブレーンストーミングを行いま
した。このプラットフォームは、オンラインタウンホールの役
割を果たし、市民を政策立案に巻き込むことで市民の信頼
を高めました31。そのようにコミュニティと共同でつくり上げ
た政策アイデアは、コミュニティのメンバーの多様な視点が
反映されたものになりました。

ベルギーの都市ルーヴェンは、気候変動やCOVID-19への対
策から、町をより良い場所にするためのアイデア募集まで、
頻繁に市民の意見を求めています。2020年9月、ルーヴェン
はこの革新的なコラボレーションモデルについて、欧州委員
会から表彰を受けました32。別の例で、ポルトガルは2017年
に全国的な参加型予算イニシアチブを開始しました。このプ
ロセスは、市民が公共投資への支持表明と投票をできるよ
うにするもので、資金を配分して実施する事業を決定するに
あたり、市民に積極的な役割を与えています。プログラム担
当職員らは、幅広い住民から意見を得られるように、大都市
にも小さな村にも足を運んでいます33。

・オーストラリア政府は、リーダー層の多様性を拡大するた
め、上級公務員のうちアボリジニとトレス海峡諸島民の割
合を3%に引き上げる目標を設定しました34。

・2014年以降、米国の30以上の都市が都市エクイティ局を
創設しています。その役割は、制度的不平等と差別を解消
することを目標に、行政プロセスとサービス提供について
評価することです35。

・2018年には2億5840万人の青少年と若者が学校を退学し
ています。これは、その年齢層の総人口の約6分の1にあた
ります36。

データに見る徴候

共創と市民の関与
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・政府プログラムの設計と実施にあたり、全体的に人間第一
のアプローチを取ることにより、ヒューマンエクスペリエン
スを高めます。すべての政府プログラムにユニバーサルデ
ザインの原則を採用します。

・インクルージョンに対する制度的障壁を克服するため、時
代後れの規則や要件をアップデートします。

・複雑な課題に取り組むための市民参加と共創の奨励。ス
テークホルダーが問題に対する責任を共有し、共に問題解
決のプロセスを開発する状況を目指すべきです。

・あらゆる母集団のデータを収集することで、社会的に取り
残された、あるいは不利な境遇にある小集団の現実を映し
出します。

・データの民主化。データを個人やコミュニティに提供し、自
分たちのニーズに合ったプログラムやサービスを設計でき
るようにします。

・意思決定の自動化のために、アルゴリズムに潜在するバイ
アスを自動検知し、特定の集団にとって不公平な決定を避
けることができるツールや手法を活用します。

今後に向けて
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行政機関、システム、プロセスに対する信頼の強化

政府への高い信頼の維持

020年には、COVID-19をきっかけに、世界の多く
の地域で政府に対する信頼が飛躍的に向上し
ました1。世界中の市民がパンデミック下での指

針を求め、ここ数十年で初めて、自国の政府を最も信頼でき
る機関と考えるようになりました。こうした信頼（社会的信
頼又は社会関係資本）は、経済と公衆衛生の難題に対処す
る上で欠かせません2。

日本法人による注：上述の政府に対する信頼度向上は海外
企業の調査結果に基づいた記述ですが、同調査において日
本では信頼度が低下する結果となっています。

人々の政府に対する信頼は、危機の時に高まる傾向にあり
ます。複雑な課題に対処するために公的機関に頼ろうとす
るためで、このような現象を「ラリー・ザ・フラッグ（旗の下に
集う）」効果と言います3。しかし、このような信頼は重要では

ありますが、脆くもあります。研究では、大幅に向上した信頼
は急速に失われることも多いとされています4。2021年1月
には、世界の政府に対する信頼は8ポイント低下し、長期に
わたって高い信頼を維持することの難しさを表しています5。

政府に対する信頼は、突き詰めると、政府の「コンピタンス
（能力）」や「意図」を市民がどのように認識しているかに依
拠しています6。

「コンピタンス（能力）」とは、やると言ったことをやり遂げる
実行力のことです。従来、コンピタンスは、サービスの提供や
規制の実施など、政府の行動や、住民との対話を通じて、よ
り深く認識されるものでした7。ところが、そうした政府の行
動が次第にデジタル化されていく中で、政府は、直接的なや
りとりを通じて伝えていたコンピタンスを、これまでと同様
に伝えることに苦心しています。

2
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「意図」とは、行為の背景にある意味のことであり、利害関係
者や住民の要求とニーズに対する心からの共感、真の配慮
から行動することを指します。デジタル時代への過渡期で、
誤った情報や虚偽の情報が増加したために、政府の「意図」
に対する印象は悪化しています8。また、Edelmanの研究に
よると、長年にわたる不平等の拡大や経済
的な失望感が、市民の政府に対する信頼を
大きく損ねています9。

政府によるCOVID-19後のデジタルトランス
フォーメーションのプロセス加速の際には、
行政システム、データ収集、デジタルサービ
スに対する信頼が決定的に重要となります。
しかし、多くの国では、長年にわたる政治の
二極化、不平等の拡大、信頼できる情報の不足が、公的機関
の信頼性を損ねています。政府が「信頼」を経済再生プロセ
スの中心に据えることができなければ、多くの国で国民の信
頼が向上している現在の状況は、短期的なものに終わる可
能性があります。

一般的に、社会と政府への信頼が高い国ほどCOVID-19の
感染拡大スピードが遅く、死亡率が低くなっていることから、
パンデミックに効果的に対処するには信頼が重要な役割
を果たしていると言えます10。信頼が向上すると、政府の情
報全般に対する信頼も高まるため、結束した対応が可能に
なり、市民の一層の協力が得られるようになります11。

パンデミックが始まって以来、シンガポールはわかりやすく
一貫性のある情報共有を重視してきました。政府は効果的
なコミュニケーション計画を有していました。COVIDタスク
フォースのメンバーが毎日定例記者会見を行い、日々変化
するCOVID-19の状況とそれに伴う政府の決定について説

明しました。また、政府はWhatsAppやTelegramといった従
来にはないコミュニケーションチャネルも活用し、誤った情
報について真実を伝えるとともに、公衆衛生政策の背景に
ある根拠について説明しました12。

台湾では、中央流行疫情指揮センターが毎日の定例記者会
見をライブ配信し、マスクの在庫状況を公開してリアルタイ
ムに更新し、不一致があれば報告する政府ホットラインを創
設しました。さらに、市民「ハクティビスト」が、一般市民がこ
の情報を有意義に活用できるアプリを開発しました。このよ
うな透明性の高い参加型プロセスによって、政府のCOVID-19
対策に対する市民の信頼は劇的に向上しました13。

ニュージーランドでは、最初の感染者が発生してから1週間
もたたないうちに、政府はウイルスを排除するためロックダ
ウンを行いました。国境を閉鎖し、「レベル4」のロックダウン
を開始し、国民に必要不可欠なサービスを除いて家族以外
の人と接することを禁止しました。このように早期に断固た
る措置を取ることができたのは、市民からの高いレベルの
信頼があってこそです。2020年4月には、ニュージーランド国
民の88%が政府のパンデミック対応を信頼しているとして
います14。

韓国は、大規模な経済封鎖を行わずにパンデミックを抑え
込んでいる数少ない国の一つです。その背景には、検査の拡
充、革新的な接触者追跡アプローチ、強力な隔離政策など
の積極的な早期対応がありました15。韓国がロックダウンを
回避できた要因は、社会的な信頼、政府への信頼が極めて
高かったことです16。

信頼が向上すると、政府の情報全般に対
する信頼も高まるため、結束した対応が
可能になり、市民の一層の協力が得られ
るようになります。

政府への高い信頼度が、
効果的なCOVID-19対策につながった
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フェイクニュース、誤情報、虚偽情報に対処するための各国政府のイニシアチブと対策

オーストラリアの選挙公正性保
証タスクフォースは、ソーシャル
メディアによる虚偽情報拡散の
対策に取り組んでいます。

米国サイバーセキュリティ・イ
ンフラストラクチャセキュリ
ティ庁は、州政府や地方自治
体がCOVID-19に関する誤情
報や虚偽情報に取り組むた
めのツールキットを導入しま
した。

連邦緊急事態管理庁は、人々
がCOVID-19対策に関する噂
と事実を区別できるように、
Coronavirus Rumor Control
ウェブサイトを立ち上げまし
た。

英国の国家安全保
障コミュニケーショ
ンユニットは、国家
主 体 などによる虚
偽情報に対応すべ
く、2018年に設立さ
れました。

政府は、行政担当者が虚偽情報の
拡 散 を防 止できるよう、R E S I ST 
Counter Disinformationツール
キットを導入しました。

マレーシア政府は、情報を分
類し、「本当」か「虚偽」かをオン
ラインで知らせるためのウェブ
サイト、Sebenarnya.myを立
ち上げました。

デンマークは、国に対す
る大規模な誤情報キャン
ペーンに適切に対処する
ため、省際タスクフォース
を設置しました。

インド保健省は、COVID-19
パンデミックに関する意識を
高め、疑問に答えるための
WhatsAppベースのチャット
ボットを立ち上げました。

台湾の「噂よりもユー
モアを（humor over 
rumor）」コミュニケ
ーションキャンペーン
は、コロナ禍におけ
る誤情報を効果的に
回避しています。

シンガポールのオン
ラインによる虚偽情
報 及 び情 報 操 作 防
止 法 は、フェイクニ
ュースを犯罪として
扱っています。

チェコ共和国のテロリズ
ム・ハイブリッド脅威対策
センターは、国内治安に
関連する虚偽情報を広め
る組織的活動を定期的に
監視しています。

ドイツの2017年ネッ
トワーク執 行 法 は、
オンライン上のヘイ
トスピーチとフェイク
ニュースへの対策を
目的としています。



オンラインショッピング、フードデリバリー、ライドシェア等の
民間のデジタルサービスがボタン一つで利用できるように
なってきていることから、市民の間には、行政サービスも同
様に使えるようにすべきとの期待が
生まれています。

このことは、政府にジレンマをもた
らす可能性があります。市民の信頼
を維持するには、サービスをデジタ
ル化する必要があります。しかし、効
果的にサービスをデジタル化するに
は市民の信頼が必要となるでしょう。
行政サービスをデジタル化するに
は、市民がその体験を享受できるだ
けでなく、自分たちの機微（センシ
ティブ）な情報が適切に利用・保護さ
れていると信じられる必要がありま
す。例えば、COVID-19のパンデミック
下において、市民の反発を受けて、多
くの国が濃厚接触者の追跡ソリュー
ションの導入に苦慮しました17。

誤情報や虚偽情報の問題と同様、
政府はこの問題に対処して、政府へ
の、そして政府のデジタルシステム
への信頼を高める革新的な方法を
見いだそうとしています。

データへの信頼と、データ共有インフラ（エストニアのX-tee
プラットフォームなど）は、認証ベースの安全なデータのやり
とりを促進し、それによって市民の信頼が築かれています。
エストニアの公共機関は、データにアクセスしたりデータを
共有したりする際には、厳しく規制されたX-teeツールを使
用することが求められています。このプラットフォームは、政
府機関同士の結束を強化し、市民の信頼を向上させます18。
英国デジタル・文化・メディア・スポーツ省は、最近、データト

ラスト（信託）に70万ポンドを投資しました。これは、適正な
データの活用・管理を確保するための法的な仕組みです。
データを収集する組織は、この仕組みを通じて、データの共
有・使用の仕方に責任を負う独立の受託者を指定します。受
託者には、このデータを最大限活用する自由とともに、悪用
から守る責任があります19。

一方、市民自身が個人データへのアクセスを管理し、無効
化できるようにすることで信頼を高
めている国もあります。インドの生
体認証によるデジタルIDシステム
「Aadhaar」では、氏名、生年月日、
性別、住所といったおきまりのデー
タに加え、指紋と虹彩の画像イメー
ジの提供が求められます。しかし、こ
のシステムには別のプライバシーレ
イヤーが追加されており、市民が、ラ
ンダムに生成された、Aadhaar番号
に対応付けられた16桁の数値（仮
想ID）を、IDの代わりに使用できる
ようにしています。この仮想ID番号
は、コンピューターのパスワードと
同様に簡単にユーザーが変更で
き、データベースを超えて追跡する
ことはできません20。エストニアで
は、政府が自分たちの個人データを
どのように使用しているかを、市民
や住民が監視できます。データの使
用状況は、タイムスタンプ付きで改
ざん防止措置の取られたデジタル
ログに記録され、疑わしい活動がな
いかユーザーが監視できるように
なっています21。

政府への信頼向上は、パンデミックに政府が対応する上で
重要な役割を担いますが、世界各国の政府は、ここ数年、別
の種類のパンデミックに苦慮しています。それは、急速に広
がる誤情報や虚偽情報の問題です。一部の国では、操作さ
れた情報やフェイクニュースの拡大が社会関係資本を損な
い、政府機関、プロセス、システムへの不信を増大させてい
ます22。

市民のデータを活用す
る「受託者」は、このデ
ータを最大限活用する
自由とともに、悪用から
守る責任があります。

政府のデジタルシステム、
サービス、データイニシアチブ
への信頼
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情報環境の操作は、漠然としていて特定することが困難で
す。誰がどのような理由で情報を操作しているかを見極めに
くいこともあります。プロパガンダは、友人が十分に内容を
把握しないで共有したコンテンツのようにも見えますし、詐
欺師やスパイも同じ戦術を使うことがあります。このように、
誤情報は定義が難しく、まして解決が容易ではない問題な
のです。

しかし、これが現在の社会を取り巻く現実です。インフルエン
サー、オンラインフォーラム、その他の手段を通じて、誤情報
がメインストリームの議論へ「ロンダリング」されると、一層
真実との見分けがつきにくくなり、誤情報や虚偽情報の影響
が拡大するおそれがあります。1月の米国連邦議会襲撃事件
にも見られるように、このような環境が市民の信頼に与える
影響は絶大で、科学的
助言の軽視23、陰謀説
の信じ込み24、破壊行
為や暴力への訴え2 5

など、さまざまな形で
現 れることがありま
す。Edelman Trust  
Barometer 2021レ
ポートはこれを「イン
フォデミック」と呼び、
従来型メディア、ソー
シャルメディア、検索
エンジンも含めたあ
らゆる情報源の信頼度が史上最低になっているとしていま
す26。

政府は、市民の意識向上、透明性の向上、ソーシャルメディ
アプラットフォームとの協力、検知・対応戦略の強化など、さ
まざまなイニシアチブによって誤情報、虚偽情報、フェイク
ニュースに対処しています。

米国の市民意識向上キャンペーンの一例として、連邦緊急
事態管理庁がコロナウイルス関連情報のページ上で、連邦
政府のCOVID-19対応を巡る噂の誤りを暴き、正確な情報に

ついては追認を行っています27。また、台湾の「噂よりもユー
モアを」イニシアチブは、火をもって火を制す方法で、「ミー
ム」を使ってコロナウイルスの誤った情報と闘っています。こ
のイニシアチブは迅速な対応を行うことが肝心です。政府が
ほとんどのケースで2時間以内に対応することにより、多くの
人が誤った情報ではなく正しい情報を得ることができます。
対応が遅れれば、ほとんど効果が見込めないことがわかっ
ています28。同様にオーストラリアも、2019年の総選挙中、
ソーシャルメディアで選挙に関する誤った情報に対抗するた
め、「stop and consider（立ち止まって考えよう）」キャンペー
ンを開始しました。このキャンペーンは、選挙に関して見聞
きした情報はすべて慎重に出所をチェックするよう住民に呼
びかけるものでした29。

政府、コミュニティ、ソーシャルメディアプラットフォーム間
の連携は、誤った情報の削減にも一定の役割を果たします。

米国では、カリフォル
ニア州が著名人の協
力を得て「Stay Home. 
Save Lives（自宅で過
ごそう。命を守ろう）」
と市民に呼びかける
短い公共広告を録画
し、ソーシャルメディア
プラットフォームと緊
密に協力してこれら
のメッセージを配信
しました30。

インドネシアの情報省は、巨大IT企業のGoogle、そして
Mafindo（誤情報対策に重点を置く市民主導のイニシアチ
ブ）と提携し、市民を訓練してインターネット上のデマや誤情
報を特定する包括的メディアリテラシープログラムを開始し
ました31。また、英国やカナダを含む政府連合は、COVID-19
のワクチンを巡る陰謀説と闘うためにソーシャルメディアプ
ラットフォームと提携しました。このグループは、ソーシャル
メディアプラットフォーム上の誤った情報と闘うための、共通
の基準と説明責任の評価尺度の設定を目指しています32。

このイニシアチブは迅速な対応を
行うことが肝心です。政府がほとん
どのケースで2時間以内に対応す
ることにより、多くの人が誤った情
報ではなく正しい情報を得ることが
できます。

情報操作に立ち向かう
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誤情報を食い止める確実な、そして再現可能な手段として、
教育とツールキットに重点を置く政府機関もあります。例え
ば、米国国土安全保障省のサイバーセキュリティ・インフラ
ストラクチャセキュリティ庁は、州政府や地方自治体が虚
偽情報に対処・対応するためのツールキットをリリースしま
した33。また、英国は公立学校の教育課程を更新し、オンライ
ン上の誤った情報を探す方法についての授業を組み込みま
した34。フィンランドとオーストラリアも同様の活動を行い、
国の教育課程にデジタルリテラシーの学習計画を組み込ん
でいます35。

透明性とアジリティを重視し、定期的に短く的確なメッセー
ジを直接人々に届けることによって誤情報を直ちに食い止
めている政府もあります。カナダ、フランス、ニュージーランド
では、リーダーが毎日（あるいは、ほぼ毎日）、ソーシャルメ
ディアを含む各種プラットフォームを利用して国民にコロナウ
イルスの最新情報を提供しています。また、フィンランドはソー
シャルメディアのインフルエンサーと協力し、若い視聴者向け
にわかりやすく信頼性のある情報を提供しています36。

カナダや英国のように、誤情報に対応するタスクフォースや
特殊部隊を配置している国もあります。カナダのCritical 
Election Incident Public Protocolは、虚偽情報の企てを発
見して迅速に市民に知らせるため、5人のメンバーによる協
議会を創設しました。このタスクフォースは、選挙干渉と見ら
れることを防ぐため、政治色のない担当者をリーダーとして
います37。

また、政府が誤情報や虚偽情報への対策に人工知能（AI）な
どの技術を活用するケースも増えています。米国では、空軍
と米国特殊作戦軍が、ボットが虚偽情報を拡散するのと同
じ速さでそれらと闘うことを目的としたAI搭載プラット
フォームを開発しています38。米国国勢調査局は、ソフトウェ
アアルゴリズムを使って、何十億ものソーシャルメディア投
稿の中から誤情報を徹底的に洗い出しています。同局はAI
対応の「スマートアラート」機能を使い、誤情報の投稿に注
目が集まりすぎると通知を受け、素早く対応できるようにし
ています39。
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英国では、政府がケンブリッジ大学と提携し、「Go Viral」とい
う新しいゲームを製作しました。このゲームは虚偽情報の拡
散をシミュレートするもので、プレーヤーはできるだけ多く
の虚偽情報を広めなければなりません。この5～7分間の
ゲームは、最も一般的なオンライン情報操作技法の初歩を
教え、プレーヤーに「事実と作り話を見分けるために必要な
ツール」を提供します40。

・世界では、2020年1月にパンデミックが到来して以来、政府
への信頼は11ポイント増の65%となり、政府は初めて最
も信頼される機関になっています。調査した11の市場のう
ち6の市場では政府への信頼が2桁上昇し、人口の過半数
にあたる62%から信頼される唯一の機関となりました41。

・コロナウイルスと選挙関連の虚偽情報が蔓延した2020年
6月の時点で、83カ国で290件以上のファクトチェックプロ
ジェクトが進行していました。これは前年の約60カ国、188
件から増加しています42。

・米国におけるデロイト・トラスト・サーベイによると、州政
府、地方自治体、民間組織と比較して、連邦政府が最も信
頼の低い組織でした43。

・政府の行動は重要。信頼を築くには、政府は信頼を示す四
つの要素（人間性、透明性、能力、信頼性）に重点を置く必
要があります。

・市民参加の拡大。市民が「参加のはしご」を登れるように、
デジタルツールやプラットフォームを活用することができま
す。

・情報を迅速に広めるには、積極的なコミュニケーションが
重要な役割を担います。また、従来なかったコミュニケー
ションチャネルをさらに探り、市民が情報を探しに来るのを
期待するのではなく、人々のいる場所へ情報を届けること
が重要です。

・誤情報や虚偽情報を感知し対応する（センス・アンド・レス
ポンド）ため、新しい技術の利用を検討します。

・市民の信頼を高めるため、市民のデータの収集、保管、使
用に関して、強固なデータ管理プロセスを確立します。

データに見る徴候

今後に向けて
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