
シビックテックからみたオープンな科学技術
とデータのあり⽅
12⽉12⽇（⽔曜⽇）
15:00 – 18:00

東京⼤学本郷キャンパス
伊藤国際学術研究センター地下⼀階
「ギャラリー１」

テクノロジーやデータの⺠主化に伴い、社会課題へのアプローチも⺠主化が加速しつつあります。シビックテッ
クは組織や⽴場を超えたコミュニティによる社会課題解決アプローチであり、国内外において多くの社会イノ
ベーションを⽣み出しています。市⺠が⾃らの⼿で未来社会を形作るための課題解決活動が活発になるなか、
オープンな科学技術やデータのあり⽅はこれまで以上に重要になると考えています。
シビックテックや社会イノベーションに関⼼の強い研究者を中⼼に、地域コミュニティによる課題解決の視点か
ら⾒た参加型の科学技術やオープンデータがもつポテンシャルと課題について理解を深めます。

瀬⼾寿⼀ Toshikazu Seto Ph.D.
東京⼤学空間情報科学研究センター
特任講師
専⾨は参加型GIS・社会地理学、博⼠（⽂学）。⽴命館⼤学⽂学
部実習助⼿・同講師、ハーバード⼤学地理解析センター客員研
究員などを経て、現在に⾄る。オープンな地理空間情報の研
究・教育・普及に関わり、アーバンデータチャレンジ事務局、
OSGeo財団⽇本⽀部、OpenStreetMapファウンデーション
ジャパンなどに参画。

近藤康久 Yasuhisa Kondo Ph.D.
総合地球環境学研究所准教授
2018年4⽉より「環境社会課題のオープンチームサイエンスにおける情
報⾮対称性の軽減」（略称オープンチームサイエンス）プロジェクトの
リーダーを務める。シビックテックの⽅法を研究に取り⼊れて、琵琶湖
の⽔草資源活⽤コミュニティーの形成などに取り組んでいる。⽂部科学
省科学技術・学術政策研究所客員研究官を兼任。

コーディネータ
佐々⽊⼀ Hajime Sasaki Ph.D.
東京⼤学政策ビジョン研究センター准教授
専⾨はイノベーションマネジメントや計算科学に基づく意思決定⽀援。社
会が抱える課題と科学技術の実装のありかたについて関⼼を持つ。
近年では、シビックテックの持つポテンシャルと学術知の融合のありかた
に課題意識を持ち、国内外のシビックテック活動に⾼い関⼼を有している。

⽩川展之 Nobuyuki Shirakawa Ph.D.
⽂部科学省科学技術・学術政策研究所
科学技術予測センター主任研究官
専⾨は、科学技術・イノベーションに関する公共政策（未来洞
察・予測・評価）と社会情報学（科学計量学）。博⼠（政策・
メディア）。科学技術イノベーションと社会イノベーションに
関する政策・実務の双⽅に通じ、⼀般社団法⼈コード・
フォー・ジャパンには設⽴時理事として創業・参画。元広島県
職員。

ご参加⽅法：⽒名、ご所属、肩書き、メールアドレスを明記の上、 pari_forum@pari.u-tokyo.ac.jp まで。
メールタイトルはセミナー題⽬を記⼊下さい。先着順で定員に達し次第応募を締め切らせていただきます。

ACCESS



趣旨説明：オープンな科学技術
とデータがもたらす未来社会

佐々⽊⼀ Hajime Sasaki

東京⼤学政策ビジョン研究センター 准教授



シビックテック
(シビックテクノロジー)

市⺠が技術を活⽤して⾃ら課題を解決し
よう、という考え⽅。またその活動。

シビックテック活動で⽇本の地域課題解決に取りこんでいるコミュニティ
→Code for Japan





Source: 「官デ法」の勝⼿ガイドライン作成を通したボトムアップ⽀援



IT⼒向上
オープンソースコミュニティ
プログラミング教育

地域コミュニティ課題解決
地域活性化⽀援
地域防災活動応援
⾃治会活動応援

社会課題解決
⼦育て⽀援
介護・福祉⽀援
交通弱者⽀援

「ともに考え、ともにつくる」をコンセプトに、技術活⽤をしながら課題解決を
⾏なっていくコミュニティ

⾏政との協働
業務改善提案&相談
コーポレートフェロー（地域フィールドラボ）
オープンデータの推進



Brigade（ブリゲード）：
Code for Japanが提供する連携プログラ
ムに参加している各地のコミュニティ



必要なモノやサービスを、必要な人に、必要な
時に、必要なだけ提供できる社会



みんなに必要なものを提供できる社会は、みんな
でつくり上げなければ実現することはない

“Cities have the capability of 
providing something for 
everybody, only because, and 
only when, they are created by 
everybody.”

Jane Jacobs,The Death and 
Life of Great American Cities



OPEN ： 参加型

Joonas Vainio (CC BY-NC 2.0) 



オープンデータの意義
（１）国⺠参加・官⺠協働の推進を通じた諸課題の

解決、 経済活性化
（２）⾏政の⾼度化・効率化
（３）透明性・信頼の向上

オープンデータ基本指針（官デ法を踏まえ、国、地⽅公共団体、事業者に向けた基本⽅針）



オープンサイエンスとは、オープンアクセスと研究データのオー
プン化（オープンデータ）を含む概念である。
（中略）
さらに、市⺠参画型のサイエンス(シチズンサイエンス)が拡⼤す
る兆しにある。
近年、こうしたオープンサイエンスの概念が世界的に急速な広が
りを⾒せており、オープンイノベーションの重要な基盤としても
注⽬されている。

 内閣府、“第5期科学技術基本計画 本⽂(PDF)p.32より”. 内閣府. 



科学技術への顕著な貢献（ナイスステップな研究者） 2018
• 2名が参加型科学（シチズンサイエンス）の活動による研究

• 榎⼾ 輝揚 京都⼤学 ⽩眉センター 特定准教授
• 市⺠と連携するオープンサイエンスに挑み、クラウド

ファンディングの助けで「雷による光核反応」を解明

• ⼤野 ゆかり 東北⼤学 ⼤学院 ⽣命科学研究科 ⽇本学術振興会
特別研究員
• 市⺠参加型調査「花まるマルハナバチ国勢調査」を⽴ち

上げ、マルハナバチの全国分布 データを作成



Source: コーポレートフェローシップ2017説明資料



⾃然環境学、地理学、都
市⼯学、農学、経済学、
社会学、空間情報学など、
多様な分野の研究者によ
るフィールドワークの成
果と、GIS（地理情報シ
ステム）によるビッグ
データの解析やマッピン
グ等を統合して、新たな
「地域の知」を構築し、
地域社会の未来を展望

地域の課題解決にかかわる部局が連携し、統合したプラットフォームを構築す
ることで、研究・地域連携・⼈材育成等で 相乗効果を発揮する

東京⼤学 地域未来社会連携研究機構

三重県と連携協定：四⽇市サテライト拠点



参加型の（オープンな）課題解決社会において、

背景/⽴場が違う主体同⼠がともに課題に取り組
む際の問題点はなにか。

社会課題解決の鍵は、知識の創出・供給なのか。

シビックテックから学ぶべきことはなにか。⼀
⽅で、シビックテックの課題はなにか。



登壇者紹介



近藤康久 Yasuhisa Kondo Ph.D.
総合地球環境学研究所准教授

2018年4⽉より「環境社会課題のオープンチームサイエン
スにおける情報⾮対称性の軽減」（略称オープンチームサ
イエンス）プロジェクトのリーダーを務める。シビック
テックの⽅法を研究に取り⼊れて、琵琶湖の⽔草資源活⽤
コミュニティーの形成などに取り組んでいる。⽂部科学省
科学技術・学術政策研究所客員研究官を兼任。

「オープンチームサイエンス：シビックテックを取り⼊れた社会課題
解決研究の⽅法論」



瀬⼾寿⼀ Toshikazu Seto Ph.D.
東京⼤学空間情報科学研究センター 特任講師
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⽂学部実習助⼿・同講師、ハーバード⼤学地理解析セン
ター客員研究員などを経て、現在に⾄る。オープンな地理
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チャレンジ事務局、OSGeo財団⽇本⽀部、OpenStreetMap
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「「参加型データ社会」の到来とシビックテックによる地域課題解決
に向けて」



⽩川展之 Nobuyuki Shirakawa Ph.D.
⽂部科学省科学技術・学術政策研究所
科学技術予測センター主任研究官

専⾨は、科学技術・イノベーションに関する公共政策（未
来洞察・予測・評価）と社会情報学（科学計量学）。博⼠
（政策・メディア）。科学技術イノベーションと社会イノ
ベーションに関する政策・実務の双⽅に通じ、⼀般社団法
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「シビックテックの実践とオープンサイエンスの公共政策」
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