
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

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 白川 展之
shirakawa@code4japan.org

2018.12.12 「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」 ＠東京大学

注：本日の意見は、個人の趣味・嗜好と実践活動に基づくもので、所属機関の見解をあらわすものではありません。
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本日の構成
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1. 自己紹介
2. 実践報告
3. シビックテックとは？
4. オープンサイエンスの公共政策
5. 情報技術と公共経営の変化
6. ガバナンスの調整
7. まとめ：社会変化のドライバーは何か？



本日の骨子

3つのメガトレンド（行政需要、科学技術、市民自治）から読み解く
データ中心科学と公共政策双方におけるガ

バナンス調整
＝オープンサイエンスのデータ基盤により

評価と課題解決が一体化

シビックテックの実践報告（個人）
「シビックテック」とオープンサイエンスがどうつながっているのか？
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自己紹介
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白川展之（しらかわ のぶゆき）
現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．
東京理科大学経営学部卒，広島大学大学院社会科学研究科マネジメント専攻修了，慶應義塾大学大学院政策・メディア研
究科所定単位取得退学，博士（政策・メディア）．
専門は科学技術・イノベーションの公共政策（未来洞察・予測・評価）と社会情報学（科学計量学）．CFJには設立時理
事として創業に参画．元広島県職員．
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実践報告
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出発点：「オープンな文化を通じて従来の仕組みをハックすることによって、
住みやすい社会を作る」シビックテックのコミュニティ
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CFーXXの活動：「Code forとは？」
• 日本の環境に合わせたシビックテックの普及による地域課題解決を志向。上下関係
はない。

ソーシャルスタートアップ（協働モデル）
「フェローシップ（地域フィールドラボ）」事業（直営）

（自治体等へのICT人材派遣）

コミュニティ（運動）
ブリゲード（支援）

（全国のコミュニティとのネットワーキング）

ICT技術を通じた地域課題解決
＝IT消防団
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Code for America
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5

21,000人の町民の
約1/3が県外避難

活動事例：震災復興
福島県浪江町への支援

各世帯にタブレット端末を配布
する事業でオープン化を徹底。
億単位の予算削減を実現
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目に見える変化

グラフィックレコーディング：会議での議
論やカンファレンスの流れを視覚化し、参
加者へ共有する手法。
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シビックテック
とは？

12



シビック・テクノロジー＝シビックハック×技術
• 住民自治とテクノロジー活用を通じて、社会課題を解決する公
共サービスのモデルとして、世界で活動が広がっている

13http://www.slideshare.net/hal_sk/ss-48684759, CC-BY 
4.0

http://www.govtech.com/budget-finance/6-9-Billion-
to-be-Spent-on-Civic-Tech-in-2015-Report-Says.html

http://www.slideshare.net/hal_sk/ss-48684759


シビック・テック≒Gov.Tech 有望市場？
• 米国では、公共関連の新たな急成長市場として注目されている。
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http://www.govtech.com/budget-finance/6-9-Billion-to-be-Spent-on-Civic-Tech-in-2015-Report-Says.html



SeeClickFix 市民ニーズ全般の収集・可視化
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FixMyStreet: 
英国発祥の街の不具合報告ツール
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• 愛知県半田市・大分県別府市等で運用

Source: https://www.fixmystreet.jp/

https://www.fixmystreet.jp/
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オープンガバメントと公共イノベーション
Open Govern m ent In novation Clusters

Data Access &
Transparency

Prom ote governm ent data availability, 
transparency and accountability

Data Utility Empower users to analyze governm ent 
data and leverage data to improve public
service delivery

Public Decision
Making

Encourage resident participation in
large- scale deliberative dem ocracy and
com mun ity plan n ing efforts

Resident Feedback

住民の声
Provide residents w ith opportun ities to
interact w ith governm ent off icials and give
feedback about public service delivery

Visualization &
Mapping

Enable users to m ake sense of and gain
actionable insight f rom civic data sources, 
speci f ically th rough the visualization and
m apping of that in form ation

Voting Support voter participation and fair
election processes

c l ust er exampl e o r g an izat io n s d esc r ipt io n

http://www.knightfoundation.org/media/uploads/publication_pdfs/knight-civic-tech.pdf

地理情報
行政課題
データの
可視化

オープン
データ

住民参加

選挙

新たな資
本・資源

市民参加
による
行政コス
ト削減

政治参加

領 域 効 果
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コミュニティ創成と社会イノベーション
Com m un ity Action In novation Clusters

Civic Crowdfunding Suport local projects and organ izations
that generate a public benefit th rough
peer- to-peer lend ing and crowdfund ing

Community
Organizing

Manage social campaigns and in it iat ives

In formation
Crowdsourcing

Collect data f rom a large num ber
of individuals to in form and address
civ ic issues

Neighborhood
Forums

Power local groups of people
to connect, share in form ation
and collaborate

Peer-to-Peer (P2P)
Sharing

Promote resident- driven sharing of 
goods and services

c l ust er d esc r ipt io nexampl e o r g an izat io n s

http://www.knightfoundation.org/media/uploads/publication_pdfs/knight-civic-tech.pdf 19



データ中心科学における社会技術：シビックテック
シビック・テクノロジーは、融合技術領域

①政府データ
透明性・アクセスの保証

②シェアリング・エコノミー
財・サービスの共同利用

③クラウド・ファンディング
公共サービスの多元的な資金源の
開拓

④社会ネットワーク
専門家ネットワークと地域のネッ
トワークの出会い

⑤コミュニティ形成
市民参加と社会的連帯 The Emergence of Civic Tech: Investments in a Growing 

Field from Knight Foundation 20



シビックテックと自治：GovTechの関係
（白川,2018）

• 日本のシビックテックの概念規定は、「共に考え、共につくる」といった言葉で代表されるよ
うに、市民の側から公共サービスを作る自助・共助の観点から論じられることが多い。しかし、

• 日本の地方自治では、「住民自治」と「団体自治」の2つの概念が「地方自治の本旨」。
• 住民自治とは、「住民の意思に基づいて行われるという民主主義的要素」を言いその主体
的な参加の側面を指し、

• 団体自治とは「地方自治が国から独立した団体に委ねられ、団体自らの意思と責任の下で
なされるという自由主義的・地方分権的要素」のことを指し、事務組織・能率的な執行の
側面に着目した概念である。

• シビックテックとは、狭義には、市民参加と情報技術の相乗効果により、住民自身が担い手と
なった社会課題解決に向けた技術利用による住民自治の活動。団体自治を亢進させる公共サー
ビスへのアクセス改善を目指す行政情報技術“Gov.Tech”とは排他的な関係。

• 広義には、市民参加のもとで情報技術の利用により公益を増進し、民主主義やより良い社会実
現を目指した自治を行う技術又は活動を幅広く包含。

• セクターを超えた市民参加と情報技術の相乗効果により公益増進につなげようとする主体的な
活動、または、こうした考えのもと公共サービスへのアクセス改善と社会課題解決に向けて政
府や市民の間を連結させるための情報技術利用 ⇒ “Gov.Tech”とは重なり合う関係 21



オープンサイエンスの公共政策
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Open Access to Open Data and Open Science
Overview example (for the Cabinet Office 2014: revised)

Open Access Open Science

Open Data
(Open gov.)

Open Research Data

Creative Commons

Open Source

2000’s 2010’s

Science 2.0+

Citizen Science

Self Archiving

Science Commons

Institutional Repository Full OA (mega) journal

Article Research Outputs

Database, Repository

Research ActivityAccess ReUse

Data Sharing

Data journal

Open Innovation

Improve,
Incremental

Redesign,
Disruptive?

(Scholarly activity)

(Common activity)

Code for X

https://doi.org/10.6084/m9.figshare.4007754.v1 23

https://doi.org/10.6084/m9.figshare.4007754.v1


The context: General public a key actor in open science

• Citizen science 
• Open access
• Open data
• Crowd-sourcing
• Crowd-funding
• Public engagement
• Open research agenda setting
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シビックテックとオープンサイエンスの共進化・接点

•学術資料のオープン化について考える【福島健一郎】
• 石川県能美市が進めるアートxオープンデータ

http://www.civicwave.jp/archives/52149585.html

http://codh.rois.ac.jp/

金沢のヨシタデザインプランニングさんは、見事な紙皿にプリント

http://ultraart.jp/
?s=&post_type%5
B%5D=kutaniyaki 25

http://www.civicwave.jp/archives/52149585.html
http://www.yoshita-design.com/works/2012/


情報技術と公共経営の変化
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公共経営・公共政策の進化の方向

•マクロ：移行過程？
•サステイナブルなビジネスモ
デルの探索（事業レベル）
情報の積極開示

⬇

住民の主体的参画
多元的、分権的統治秩序 イマココ

公務員の徹底したプロ意識 ・・・
ケースバイケース

B型:TQMモデル
職員の意識改革ツール
として活用

A型:査定管理モデル
行政内部の管理ツール
として活用

D型:ニュー・パブリック・
ガバナンスモデル

戦略的な行政経営ツール
として活用

C型:住民コミュニケーション・
モデル
(住民参画ツールとして活用)

•現場での自律改革
•個々人のレベル
での意識改革
•制度や組織の慣行
への挑戦

•資源配分による管理
•管理部門による統制
•調書主義

•公務員の徹底した
プロ意識
•住民の主体的参画
•多元的、分権的統治
秩序

•情報の積極開示
•評価基準作成過程に
おける住民主権と
行政との緊張関係

•多元的議論と指標解
釈の自由

行政の組織内
での努力

行政外からの
刺激

より現場主義

より中央集権的

上山信一・伊関友伸「自治体再生戦略」（日本評論社）P51より
27



都市経営におけるビッグデータ活用：治安・警察
例 Crime in Chicago
• 先駆けとして、コンプスタット

(CompStat) はアメリカ、ニュー
ヨーク市警察の犯罪の削減及び
防止を目的とした戦略管理シス
テムが有名。

• 「コンピューター・スタティック」もしくは
「コンパレーティブ・スタティック」の略。

•計算資源のコモディティ化
とオープンデータの整備に
よって、より身近な行政
サービスにも容易に適用可
能に！

Source: http://www.crimeinchicago.org/ 28

http://www.crimeinchicago.org/


行政評価3.0：米国における進化
• 業績測定からデータ駆動型業績レビューへ
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オバマ政権下での行政評価の改革
米国の行政評価の経緯

• クリントン政権：1993年政府業績評価法（Government Performance and Results Act: GPRA）：戦略計
画、業績測定等

• ブッシュJr政権：「プログラム評価採点ツール(Program Assessment Rating Tool: PART)」⇒大統領予算
を編成するために、2004 年度の予算編成時から OMB により導入された連邦政府共通のプログラム評価
の手法

アメリカの政府業績成果現代化法（GPRAMA）（2010）
• 4年単位の戦略計画（大統領任期に合わせる）等の運用改善とともに、業績情報のオープンデータ形式で
の情報公開を義務付ける等オープンガバメントに対応したデータ駆動型の行政を目指した改革。

• 米国行政管理予算局（OMB：Office of Management and Budget）は、省庁に、優先順位の高い業績目標
（High Priority Performance Goals:HPPGs）の導入し、

• 評価の方法論として、四半期ごとのエビデンスデータを重視したData-Driven-Reviewの実施を要請。30



行政改革：データ中心の課題解決と住民自治が融合

行革のモード 市民の態度 行政サービス
情報公開：
文書を公開させる

どうなっている
かしりたい？

官のベールを暴く

行政評価：
行政の政策を評価

何が問題かしり
たい？

官から民へ NPM

開放政府：
プラットフォームと
しての政府
資源としてのデータ

ともに考えとも
につくる

産学官民協働、当事
者主導（シビック・
ハック）

31



ガバナンスの調整

何故「オープン＊＊」
だらけなのか？

32



ガバナンス調整

ガバナンス調整のための統治技術
• 手続的参加
• 情報プラットフォームの整備による自由裁量付与

世界の地域別特徴
• 欧州：プロセス参加による枠組み規制と自己遵守
• 米国：行政の透明化と情報技術的解決が重視

33



重層的なガバナンスの下での調整方策
課題に対して、ネットワークなかでのマネジメント目標に向けてた設
計を行うための手段としては、次の５つの手段がある（Klijn and 
Koppenjan,2014）。

① 情報技術の利用：情報処理によって複雑性に対処する技術的解決手段の追求
② 評価基準の多元化：複数の基準と指標を受容する評価基準の設定
③ 相互交渉の促進：アカウンタビリティの責任を持つ代理人側とその他の立場の

主体との相互交渉の促進
④ 枠組規制：政策の与件や目標を遵守すべき個別目標を設定するのではなく、全

体の枠組みを規定するルール設定、柔軟に修正・調整を許容することでダイナ
ミックな変動に対処

⑤ ステークホルダーのプロセスへの参加：アカウンタビリティを付託する依頼人
側の政策形成・意思決定のプロセスに参加させる参加促進

34



ガバナンス調整の方向性

• 動的な次元で利害関係者の参加を拡大し，新機軸を実験するガバナンスレベルで改
善を図ること＝ダイナミック・アカウンタビリティ（dynamic accountability）

• ダイナミック・アカウンタビリティでは，調整次元を，
• ネットワーク（network）と再帰性（recursivity），
• 熟議（deliberlaton），
• イノベーション（innovation），
• 包摂（inclusion），
• 広報公聴（publicity）へ対応した

• 「実験主義者的な構造（expelimentalist architechre）」を持つ(Sable, 2008)。
• 懲罰ベースの事後統制，信頼ベースの事前統制の2つのモデルを止揚し積極的自己
統制を図る考え方（ITでいう「アジャイル開発」）で，

• ニューパブリックマネジメント論で想定する本人代理人関係が，もはや急速に変化する状況のな
かではもはや機能可能性が低く，熟議プロセスによって実験的構造を持たせることで，こうした
業績による事後統制を何とか機能させるために「多様性から学ぶ機構」として提案された概念35



まとめ
社会変化のドライバーは何か？
（本職の）Futuristの視点から

36



変化の要因：3つのメガトレンド
行政需要、科学技術、市民自治

行政需要・社会課題：ロングテール
• コンテンツ：少子高齢化と課題先進国日本

科学技術・情報処理：オープンサイエンス・オープンデータ
• プラットフォーム：情報通信技術の発展と科学のパラダイムの共進化
• データ中心科学：プラットフォーム革新と再帰性・相互依存・自己言及性

市民社会・住民自治：多様な意図に基づく再目的化＝シビックハック
• シビックテック現象：市民参加・パーソナルデモクラシー
• シチズンサイエンス：参加とオープン（リサーチ）アジェンダセッティング

37



データ中心科学：ニュートンのリンゴの例

①経験科学
• 木からリンゴが落ち
る「事実」から、モ
ノが落ちる現象を知
識とする。

②実験科学
• 木からリンゴを落と
してみて、万有引力
の法則を実験で確か
める。

③計算科学
• シュミュレーション
で木からリンゴがど
のように落ちるか計
算する。

④データ中心科学
• 木とリンゴの３次元
空間データを持ち、
新たな価値を抽出す
る。

• 例：気象データと組み合わせ、台風でリンゴが落ちたと推論⇒シビックハック：ジュースにしよう！
• データの組み合わせで価値が出るので、掛け合わせの基盤となるデータ基盤が絶対的に重要。
• オープンなコミュニティとプラットドームの支援こそ科学技術・イノベーション政策の中核課題！

38



自治体の既存ビジネスでのサービス「自販機モデル

（＝プラットフォーム）」で対応するには限界がある

社会課題は制度の狭間にあるロングテール

財政難

人員削減

多種多様な
市民ニーズ

39



「シビックハック」＝ 新たな仮説の探索手段

• IT分野のオープンソースコミュニティの文化×地縁コ
ミュニティの融合から生まれた「シビックハック」

•多様な行政ニーズへの対応を自律分散的に実現。必ずしも
官の関与はなくてもよい。

•オープンガバメント⇒「プラットフォームとしての政府」
（オライリー）

•シビックハック＝２次利用・再目的化
•ハックから生まれる地縁を超えた共助・サービス
•インフラとしてのオープンサイエンス
•イノベーションの確率と可能性の極大化のための手段 40



まとめ：変化の本質

コンテンツ：

ボトムアップ・社会課題

プラットフォーム：

オープン

インフラストラクチャー：

パラダイム変化

• 文脈依存・多様性
• イノベーション

• 共用化・再目的化
• 技術

• 公共財・データ
• 科学

41



ご清聴ありがとうございました！
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