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国際ＩＴ財団(IFIT)とは 

1988 年 6月に｢国際ＡＩ財団」として設立（創設時の理事長：牛尾治朗・ウシオ電機代表取締役会長）｡

人工知能に関する様々な国際交流や開発支援､普及啓発に取組む。21 世紀のニーズに即応した情報通信

に関する財団として再生すべく､2001 年 1 月に現在の名称へと変更｡ 

2014 年 3 月に日本生産性本部・澤田潤一（現・業務執行理事）が代表理事に就任し、日本企業・官

庁との綿密なネットワークに根差した国際展開を目指す。 

ＩＴを利用し生産性向上を実現できる経営人材の育成を目的として、「サービスデザイン」「IT×ゲ

ノム情報」等をテーマに、米国・欧州（英国・ドイツ・エストニア）など、先進諸国の視察を実施し

ている。 
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はじめに 

 国際ＩＴ財団（IFIT）では、IT を利用し生産性向上を実現できる経営手法としてサービスデザインに

着目し、2016 年、シリコンバレー視察「IT とサービスデザインの最前線」を実施した。サービスデザイ

ンは、組織課題を一旦俯瞰で捉え、ステークホルダー間で共有し再構築する手法として、主たるグロー

バル企業で主流となっている。GE、IBM、SAP といった大企業が、まるでスタートアップのような雰囲気

に立ち返り、デザイン思考を軸に変革を進め、市場の非連続の変化に対応すべく凌ぎを削っている。 

 IT を利用し生産性を高めることが求められるのは、ビジネスのみならず、少子高齢化など様々な社会

課題が待ち受ける公共部門も同様である。折しも、「世界最先端 IT 国家創造宣言・官民データ活用推進

基本計画」閣議決定（2017 年 5月 20 日）において、日本においてサービスデザインによる業務改革に取

組むことが明記された。人口・産業構造の変化を前に、公共サービスは今後どうあるべきなのか。 

先進国共通の課題として、少子高齢化、医療、雇用、貧困、政治参加など、社会の安定に必要な公共

サービスの実行性が問われている。しかし従来型の政策形成手法では、財政的にも立ち行かなくなり、

サービスデザインが注目されている。サービスデザインは元来、欧州発祥の社会問題解決手法で、人間

中心視点でニーズを捉え、エビデンスを以て課題を共有し、オープン・ポリシーメーキングによってス

テークホルダーを巻き込み、政策効果を高める。ニーズに即したアジャイルなサービス開発には、高い

専門性を持つ民間の IT技術者やプロジェクトマネジャーとの協働が鍵となる。 

本稿は、日本と同規模の人口と、それゆえの複雑性を共有する英国を訪れ、公共サービスのデジタル

変革における第一線のリーダー達とのディスカッションを元にした考察、訪問録、そして日本の IT企業

の視点で構成される。英国における、政府デジタルサービス（GDS）やポリシー・ラボを核とする一連の

デジタル変革は、キャメロン前政権の隠れた遺産と評価される。保守党政権に変わったことと、Brexit

問題に直面したことで、当時の推進力は失われたといわれるが、省庁横断的に培われたデザイン思考の

DNA は、関係者の発言からも力強く伝わってきた。協働する民間の IT 企業やデザイン・ファームでも専

門人材が育ち、官民の垣根を越えた「コミュニティ・オブ・プラクティス」が築かれつつある。 

改革を実現するのは「人と組織」である。英国政府・自治体では今、サービスデザイン手法の普及を

通じて、組織全体での変革能力の底上げに取組んでいる。その知見は、同様にデジタル変革に取組む各

国にオープンに共有されるので、グローバルなピア（仲間）が形成される。今回の調査メンバーを核と

し、現地との人的ネットワークを発展させ、日本のデジタル変革への素地となることを願ってやまない。 

 最後に、本視察を実施するにあたり、我々のために貴重な時間を割き、正にオープンマインドでディ

スカッションをしてくださった訪問先政府機関・企業・大学の関係各位に、心より厚くお礼申しあげる。 

 

 国際ＩＴ財団  
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1. 本調査の概要 

 

本調査では、政府・民間・住民と、様々なステークホルダーが関わる公共サービスのデジタル変革に

ついて、英国・ロンドンにてヒアリングを行った。調査項目等は以下の通りである。 

 

訪問時期：２０１７年７月１７日（月・祝）～２０日（木） 

 

調査項目：○公共サービスのデジタル変革において、サービスデザインはどのように取り組まれている

のか。 

○電子政府を始め、ヘルスケア・医療分野、スマートシティなど各政策分野のデジタル化に

おいて、民間企業はどのような役割を果たしているのか。 

○公共サービスのデジタル変革を担う人材育成は、どのように取り組まれているのか。 

 

訪 問 先： 

 【政府機関】 政府デジタルサービス（ＧＤＳ） 

   ポリシー・ラボ 

   教育省 (DfE)「ジェンダー・ペイ・ギャップ・レポーティングサービス」 

 【企業・業界団体】 Uscreates 

   techUK 

 【大学・研究機関】 Nesta 

   ラフバラ大学デザインイノベーション研究所 

   オックスフォード・インターネット研究所（ＯＩＩ） 

 

調査メンバー： 

 澤谷由里子 東京工科大学大学院 バイオ・情報メディア研究科 教授 

 増田 睦子 行政情報システム研究所 調査普及部 研究員 

 奥山 宏昭 日本オーエー研究所 代表取締役社長  

 野村 敦子 日本総合研究所 調査部主任研究員 

 清水  剛 フューチャーアーキテクト 執行役員 エンタープライズビジネスグループ 

 齋藤 奈保 国際ＩＴ財団 事務局長 
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2. 総括（エグゼクティブ・サマリー）  

 英国政府のデジタル変革において、これまで欠如モデルをベースにした人々に必要なものを与える存

在の政府から、外部リソースと行政サービスを価値共創するプラットフォームへと変化してきた。 

今回の視察を通じて得られたデジタルトランスフォーメーションを推し進めるためのキーポイントを

示す。 

○ 多様な人材を活用するオープンイノベーション 

 政府デジタルサービス(Government Digital Service (GDS))は、IT やサービスデザインなどの必要な

専門家を採用し、自らプロジェクトを実施する。その結果、従来の長期的・大規模なアウトソーシング

によるウォーターフォール型ではなく、短期的・柔軟性の高いアジャイル等の開発手法が活用可能にな

った。最先端の知識やスキルを持つ人材獲得のために、クラウドコンピューティングを利用した G-Cloud

によって調達を改革し、中小企業にも応募の門戸を開いた。 

 また、GDS は政府の枠を超えてデジタル、データ、テクノロジーの専門コミュニティを強化し、人材募

集・保持およびキャリア開発の仕組みを構築する。デジタル変革に必要な知識データベースとして機能

し、蓄積された専門知識が他の部門に効果的に導入されるように支援する。 

 さらに、政府は適切な人材、スキル、文化を育てるために、労働年金省（Department for Work and 

Pensions (DWP)）の Digital Academy を GDS に統合し、GDS Academy とした。これを活用して、 テクノ

ロジープラクティス、商業操作基準、デジタルサービス規格、 サプライヤー標準で構成された英国全体

の多分野訓練プログラムを提供する。公務員のデジタルスキルを高めると同時に、デジタルプロフェッ

ショナルのための政策スキルも高め、チームメンバーが問題の重要性を理解し、最大限に活躍できるよ

うにする。 

○ 人間中心のサービスデザインによるプロセス変革と実践知の創造 

 デジタル変革において、人間中心視点によるデザイン手法、サービスデザインを活用する。大学(RCA, 

ラフバラ大学等)においてもサービスデザイン教育を進めている。大学のプログラムでは、企業や行政と

組み、問題解決に当たる。デザインコンサルティングファームも多く存在し、卒業後のデザインコミュ

ニティを形成している。ある程度規模の大きい企業では、インターンシップを受けいれることが義務と

なっており、現場の実践知を取得することが可能な仕組みがある(Find an apprenticeship)。 

 世界レベルのデジタルサービスを提供するため、サービスデザインや最新の技術・開発手法を活用し、

政府のフロントエンドからバックオフィスに渡り、運営方法を変革する。そのために GDS は、各部門や

推進リーダーの適切なスキル取得や新しい組織風土の開発を支援する。それによって、学習と反復型開

発で人々の成果に焦点を当てたサービスを提供できるようにする。 

 また、参照可能なガバナンス、IT環境・デジタルツール、ビジネスケース、人事プロセス、共通技術・

部品など、公務員が効果的に働けるように職場のツールやプロセスを構築する。さらに、スピードアッ

プのために、共有パターン、コンポーネント、オープンスタンダードの確立など、共有プラットフォー

ムや再利用可能なビジネス機能を作成する。疎結合アーキテクチャーを基本にして、最適なコンポーネ
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ントの開発・修正を繰り返し、より広い部門をサポートする共有可能なコンポーネントを作成する。可

能な場合は業界標準を用いていく。 

○ 長期的な戦略視点と quick win のバランス 

 英国において、政府主導のトップダウン・ボトムアップの施策と、政府を取り巻く横断的なコミュニ

ティによって複合的なエコシステムが出現している(図表 1)。このレバーとなっているのが GDS だ。2011

年からの取り組みで、政府のデジタルサービスを GOV.UK に統合した。デジタル化を実施する Examplers

として抽出された 25 の代表的な公共サービスの多くは、すでにサービスを開始している。 

これからは、GOV.UK に統合されたオンラインサービスだけでなく、個別に公務員が行なっているバッ

クオフィスを含む全サービスのデジタル変革が始まる。一般向けの公共サービスだけではなく、政府内

でのみ使用されるサービスも対象だ。その中には、組織や部門の境界を越えるサービスもあり、これま

で以上に組織の変革も必要だろう。現在、GDS は政府の評価1を受け、新しいデジタル戦略2を推進するた

めの第２段階に入った。推進者を核に各部門のトランスフォーメーションを推進し、デジタル変革を実

施できるかが問われている。 

    図表図表図表図表    1111    英国における公共サービスのエコシステム英国における公共サービスのエコシステム英国における公共サービスのエコシステム英国における公共サービスのエコシステム    

 
出典：筆者作成 

東京工科大学大学院バイオ・情報メディア研究科教授 国際ＩＴ財団理事 澤谷由里子 

                             
1 Digital transformation in government 

https://www.nao.org.uk/wp-content/uploads/2017/03/Digital-transformation-in-government.pdf  (2017/9/1 アクセス) 
2 Government Transformation Strategy 2017 to 2020 
https://www.gov.uk/government/publications/government-transformation-strategy-2017-to-2020  (2017/9/1 アクセス) 
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3. 英国における公共サービスのエコシステム形成 

3.1. 背景 

英国の政府の構造は 2000 年以降大きく変化してきた。2009 年にイノベーション・大学・技能省

(Department for Innovation, Universities and Skills (DIUS))と Department for Business, Enterprise 

and Regulatory Reform (BERR)が統合されビジネス・イノベーション・技能省(Department for Business, 

Innovation and Skills (BIS))が作られた。BIS は、2016 年７月にエネルギー・気候変動省(Department 

of Energy and Climate Change)と統合され、ビジネス・エネルギー・産業戦略省(Department for Business, 

Energy and Industrial Strategy (BEIS))となっている。これらはまさに、経済のサービス化がもたら

した行政サービスの構造変化である。 

 また、情報技術が汎用技術として組織に浸透し、政府においてもデジタル変革が加速している。2010

年に政府の戦略評価を託された Martha Lane Fox によって提出された Direct.gov 2010 and beyond：

revolution not evolution3において、「Digital by Default」戦略が提案された。政府デジタルサービス

(Government Digital Service (GDS))は、それを推進するために 2011 年 4月に設立された。GDS は、「新

しいデジタル配信モデルを開発する際に、官公庁を横断してデジタルへのサービス配信を推進し、部門

のサポート、アドバイス、技術的専門知識を提供する」ことを目的としている。 

まず、行政サービスのウェブサイトである Direct.gov が、内閣府に移管され、ビジネスユーザーを対

象としたBusinessLinkとともに、GOV.UKとして統合された。次に、政府のプラットフォーム化、Government 

2.04の実現だ。Government 2.0 は、従来のあらかじめ決められたサービスを提供するベンディングマシ

ーン型政府から、市民との価値共創を促すプラットフォーム型政府への移行を促す。最初に、政府が政

府の行動を可視化し、政府と市民を結ぶオープンなデジタルサービスを提供する。それによって、市民

が政策立案に直接参加できるようにし、良いアイデアを持った誰もが革新的な価値提供を可能にするオ

ープン・プラットフォームになるという。GDS は、2013 年から Government as a Platform を進めている

5。このように、英国政府は、外部の Thoughts Leader たちのアドバイスを取り入れ政府の構造改革を進

めている。 

さらに、戦略的に垂直に統合される政府のまわりには、政府機能を支援するための横断的なコミュニ

ティ、政府外公共機関（Non Departmental Public Bodies(NDPB)）が存在する。デザインカウンシル(design 

council)は、実践的な手法によって、英国産業の製品のデザインを改善することと目的として 1944 年に

設立された。BIS の NDPB として位置付けられていたが、現在は独立した存在となっている。Nesta(旧称

NESTA; National Endowment for Science, Technology and the Arts)や Innovate UK(2004 年に貿易産

業省(Department of Trade and Industry(DTI)から独立した技術戦略審議会(Technology Strategy 

Board(TSB)が前身)なども NDPB として活動している。  

                             
3 DIRECTGOV 2010 AND BEYOND: REVOLUTION NOT EVOLUTION  
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/60993/Martha_20Lane_20Fox_s_20letter_20to_20Fra

ncis_20Maude_2014th_20Oct_202010.pdf (2017/9/1 アクセス) 
4 Gov 2.0: The Promise Of Innovation  
https://www.forbes.com/2009/08/10/government-internet-software-technology-breakthroughs-oreilly.html# (2017/9/1 アクセス) 
5 government-service-design-manual   
https://github.com/gds-attic/government-service-design-manual/blob/5fd91aa8aeb41eefbbd35149eea50fe2e2536d80/service-manua
l/technology/government-as-a-platform.md (2017/9/1 アクセス) 
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3.2. 共創に向けた基盤の形成 

3.2.1. 英国政府のデジタル変革への取り組み経緯 

公共サービスは、政府が企画から設計・開発・提供までの全てのプロセスを担っており、一方的に供

給するスタイルで、必ずしも国民のニーズを反映したものとなっておらず、使い勝手が悪い、合理的で

ない、情報の所在がわかりにくいなど問題が山積している。加えて、行政に対する国民の信頼が低下し

ており、適切な情報の公開、透明性・説明責任の向上といった、市民参加型の開かれた行政の実現が課

題とされている。 

そうしたなか、リーマンショックに端を発する世界的な金融・経済危機を受け、各国政府は公的支出

の抑制を余儀なくされた。英国政府も例外ではなく、経済が停滞し財政状態も厳しいなか、いかに国民

が必要とする公共サービスを効率的かつ効果的に提供するかが喫緊の課題となった。こうした課題の解

決に向けて、デジタル技術を政府・公共機関で有効に活用しようという機運が高まった。かねてより、

英国政府は ICT（情報通信技術）の導入に積極的に取り組んできた経緯がある。1999 年には e-Envoy、2004

年には政府 CIO が設置され、電子政府の構築が進められてきた（図表 2）。    

    

図表図表図表図表    2222    英国政府のデジタル変革推進体制の変遷英国政府のデジタル変革推進体制の変遷英国政府のデジタル変革推進体制の変遷英国政府のデジタル変革推進体制の変遷    

年 施策 概要 

1999 e-Envoy 設置 ・ 首相直属の電子政府担当特使（下部組織に Office of the e-Envoy） 

・ 電子政府の推進を担当、UK Online（政府の情報ポータルサイト）・

Government Gateway（政府の認証基盤）を構築 

2004 政府 CIO 設置 ・ E-government Unit（電子政府局）の長、IT 政策・戦略の策定、運用 

・ 2005 年に各省庁・自治体等との CIO 協議会設置 

・ 各省庁への強制的な施策の実行を迫る権限に欠く 

2011 GDS 設置 ・ 内閣府直轄の組織、政府のデジタル改革を推進するために、政府・

各省庁のデータ活用やデジタルサービスの設計と開発を支援 

・ 各省庁でばらばらだったウェブサイトを GOV.UK に統合 

・ クラウドサービス、GOV.UK Verify(認定された民間企業の認証サー

ビスを政府サービスに使うことのできるシステム)を導入 

・ 政府 CIO の縮小・廃止（政府レベル・省庁レベルで CDO・CTO 設置

に移行） 

（資料）松岡清志「英国における CIO 制度の見直し」『行政＆情報システム 2016 年 4 月号』行政情報システム研究所、

ボストン・コンサルティング・グループ「平成 28 年度電子経済産業省構築事業（『デジタル・ガバメントに関する諸

外国における先進事例の実態調査』）調査報告書」経済産業省、2017 年 3 月を参考に筆者作成 
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もっとも、英国政府は年間 160 億ポンド6という巨額の IT 投資をしてきたにもかかわらず、思ったよう

な効果が表れていなかった。その背景として、大手ベンダーが政府・公共部門の大規模なシステムの構

築を請け負う寡占構造が、長い年月をかけて出来上がっていたことや、レガシーシステムに追加・修正

を加えるという部分的な対応をしてきたため、システムが巨大かつ複雑になっていたことがある。また、

省庁ごとにシステムが縦割りとされており、システムの相互互換性や情報・データの共有などがなされ

ていなかった。各省庁に対し、組織横断的にデジタル技術やデータの活用に取り組むように、強制的に

施策実行を迫る権限を有する組織も不在であった7。こうした結果、ICT の導入は各省庁で個別の情報提

供や行政手続きのオンライン化などにとどまり、国民の視点に立った利便性や効率性の向上、行政と国

民との間の相互理解の促進などを見据えたものとはなっていなかった。 

2010 年の政権交代で、90 年代からの取り組みの反省を踏まえ、政策は大きく転換することとなった。

それまでの電子政府の取り組みは、文字通り「政府の電子化」、すなわち組織内部の ICT 化が主となって

おり、本来求められているデジタル技術を駆使した国民のためのサービスの開発と提供には繋がってい

ないことが明らかになった。そこで、デジタルサービスを標準サービスとする「Digital by Default」

が掲げられ、新たに政府全体のデジタルサービスを統括する GDS（Government Digital Service）が設置

されることとなった。そして、従来のような組織内での閉じた取り組みから脱し、省庁横断的な仕組み

を構築するとともに、民間の新たな技術や方法論、人材等を積極的に導入して、政府・職員の意識や行

動の改革が目指されることになった。加えて、従来の大手ベンダー寡占的な公共調達の改革や人材育成

も推進された。それらは、以下の通りである。 

3.2.2. 民間の手法の導入 

英国政府は、デジタル技術の活用が、政府組織ならびにユーザーである国民にとってより効果的なも

のとなるように、民間で使われている手法の積極的な導入を図っている。 

第一に、サービスデザインが挙げられる。GDS はデザイン原則を定め（図表 3）、これに基づき行動す

ることを求めている。また、政府の政策形成の過程にサービスデザインの手法導入を支援するイノベー

ション・ラボとして、ポリシー・ラボが設置されている。これらの組織は、利用者視点から公共サービ

スのデザインに取り組むことが、政府全体のスタンダードとなることを目指している。なかでも、ユー

ザーが何を求めているかを知る「ユーザーリサーチ」に重点が置かれ、データサイエンスと合わせエス

ノグラフィーも用いてユーザーに対する理解を深め、より良いサービス、より良い提供方法に繋げよう

としている。従来の取り組みでは、供給者ごと・工程ごと・チャネルごとといった部分最適に陥りがち

であったのが、サービスデザインの手法の導入により、デザイン思考とシステム思考に基づく全体最適

が指向されるようになった。また、民間のデザイン・エージェンシーと協業している点も英国政府の取

り組みの特徴といえる8。 

    

                             
6 National Audit Office “Information and Communications Technology in government Landscape Review” February 2011（原デー
タ：HM Treasury, Operational Efficiency Programme: Final Report, April 2009） 
7 例えば、2004 年に政府 CIO が任命され、各省庁や自治体、エージェンシー等の CIO と構成される CIO 協議会が設置され、各組織のデジ
タル変革が期待されたものの、CIO の役割は ICT の戦略や運用などシステムの範囲にとどまり、一般業務を担う部門に対しデジタル化や
データ活用の取り組みを強く迫るようなものではなかった。このため、ベンダーとの連絡役でしかなかったとの指摘もある（教育省 Mark 

O'Neill 氏へのインタビュー（2017 年 7 月 18 日）による。4.1 参照）。 
8 例えば、デザイン・エージェンシーの Uscreates が、ポリシー・ラボ、労働年金省、保健省と協力し、長期欠勤者の職場復帰のための
プロジェクトに取り組んだ（「ジョイント・ヘルス・アット・ワーク・ユニット」（p.28）参照）。 
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図表図表図表図表 3333    GDSGDSGDSGDS のデザイン原則（のデザイン原則（のデザイン原則（のデザイン原則（Design PrinciplesDesign PrinciplesDesign PrinciplesDesign Principles））））    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（資料）GOV.UK GDS Design Principles（https://www.gov.uk/design-principles 2017年 8月 17日アクセス） 

 

第二に、アジャイル手法の導入である。政府のデジタルサービスの開発に当たっては、試作段階のα

（アルファ）版やβ（ベータ）版を素早くユーザーに公開し、そのフィードバックを得ることで、失敗

と改善を繰り返し、サービスの質を高めている。教育省のジェンダー・ペイ・ギャップ・プロジェクト

を率いる Alan Plunkett 氏によれば、（引き返すことができなくなるレベルまで）作り込むようなことは

しないで、短い期間で試作品を作りリリースしているという。例えば、GDS が最初に取り組んだのが、政

府のポータルサイトの改革（10 省庁 1,700 サイトの 41,000 ページを単一のウェブサイトに統合）であっ

たが、わずか 10週間でα版が構築・公開され、今でもまだユーザーリサーチとフィードバックに応えた

改良が続けられている。 

第三に、オープンソース・モデルの採用である。これは、オープンソース・ソフトウェアを使用する

だけでなく、自身でオープンソースコードを作成することを意味する。開発したサービスのソースコー

ドを公開することで、外部のユーザーや専門家から、さらに良くするためのアイデアや支援を受けるこ

とができる。透明性やコードの再利用が高まり、コスト削減やベンダー・ロックインの緩和に寄与する

ばかりでなく、政府内部における横断的な協力を推進するうえでも、オープンソース化は重要である。

GDS は、8政府機関と協力して、25の改革プロジェクトに取り組んでいる（図表 4）が、これらは GitHub

で公開されている。さらには、アメリカやオーストラリア、ニュージーランドの政府において、英国政

府が公開したコードが使用されている。 

     

1. ユーザーのニーズから始めよ 

2. 最小限にせよ（政府は政府しかできないことだけする） 

3. データを用いてデザイン（意思決定）せよ 

4. シンプルにすることに注力せよ 

5. 繰り返し、そして繰り返し行え（小さく始め激しく繰り返す） 

6. 全ての人のためと心得よ 

7. 文脈（どのような状況での使用か）を理解せよ 

8. ウェブサイトでなく、（現実世界に結びついた）デジタルサービスを開発せよ 

9. 一貫性であり、均一化ではない 

10. 物事をオープンにすることこそ、物事を良い方向に向かわせる 
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    図表図表図表図表 4444    25252525 のののの Digital by DefaultDigital by DefaultDigital by DefaultDigital by Default サービスサービスサービスサービス    

サービス提供中 ① 有権者登録 

② 特許更新 

③ 学生向け融資の申請 

④ 運転免許記録内容閲覧 

⑤ 介護手当の申請 

⑥ テナントの立退き請求 

⑦ 刑務所への訪問予約 

⑧ 後見委任状作成・登録 

⑨ 旅行者の登録 

⑩ ビザの申請 

⑪ 雇用審判所への申立て 

⑫ 実習生サービスの検索 

⑬ 税務申告の登録・提出 

⑭ 社用車の税金の確認・

更新（PAYE 源泉課税） 

⑮ 税金口座の登録 

β版 

 

 

 

 

 

開発中 

① 農村の補助金支払申請 

② 廃棄物事業者の登録・更新 

③ 車両の登録（購入、売却、移転） 

④ 車両の個人用登録番号の取得 

⑤ 失業手当 

 

⑥ ユニバーサル・クレジット 

（低所得者向け給付金） 

⑦ 土地登記 

⑧ 障碍者向け個人自立手当 

⑨ エージェントのオンラインセルフサ

ービス 

⑩ パスポートの申請 

（資料）GOV.UK Digital Transformation (https://www.gov.uk/transformation 2017 年 8月 17日アクセス) 

 

第四に、クラウド化である。巨額の資金をかけ大規模なシステムを一から開発・構築して、必要なも

のを全て揃えるという考え方は、既にデジタルに突入した時代に合わなくなっている。必要なものは必

要な時に必要なだけ利用すればいい、というのがクラウドの考え方の根底にある。クラウドベースで共

通のプラットフォームが構築されていれば、各省庁はそのうえで提供するサービスの開発に集中すれば

よく、個別にインフラを構築したりメンテナンスする手間やコストが省ける。取得した資源や開発され

たサービスの共有も可能であり、省庁間の重複を省くことができる。そこで、GDS は外部からのクラウド

サービス調達のための G-Cloud フレームワークを策定した（詳細後述）。政府のクラウドサービスには、

Amazon Web Service（AWS）が利用されている。また、業務ベースでも文書や資料作成に Google ドキュ

メントを活用し、情報の公開・共有が円滑に行われている。クラウド化により、印刷物を配布すること

が不要になり、環境面にも貢献するという効果もある。GDS は、クラウドファースト（クラウドの採用第

一）からクラウドネイティブ（クラウドを前提）への移行を進めるとしている。 

3.2.3. 人材の育成と循環 

民間の手法を導入するとしても、形式だけの導入では、十分な効果を発揮せず、目的の達成も覚束な

い。当該の手法の背景にある考え方や意味を理解し、場合によっては行動から変えていく必要がある。

そこで、英国政府では、①民間人材の登用、②組織横断的な人材の交流、③デジタルアカデミー等人材

育成プログラムの設置など、多様な手法で組織内の人材の育成や意識・行動の変革に取り組んでいる。 

一つには、サービスデザインやデータ・デジタル技術の活用を熟知している民間人材を登用し、その

考え方や取り組み手法を組織内に浸透させていくことが効果的である。そこで、GDS やポリシー・ラボの

ほか、各省庁では民間から ITの専門家を採用し、デジタルサービスの開発やサービスデザインへの取り
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組みを実践的に進めている9。また、省庁内に専門のデジタルチームを雇用するにはコストがかかりすぎ

る場合には、コンサルタント会社からのスペシャリストの派遣により、特定プロジェクトに取り組んで

もらうなどの方法も活用されている10。 

もう一つには、人材の交流や循環が知識の拡散や意識の浸透において重要な意味を持つ。GDS でデジタ

ル変革やサービスの開発に従事した人材が、他の省の CTDO（Chief Digital & Technology Officer）や

デジタル変革担当ディレクターとなり、公共サービスの改善や質の向上にサービスデザインやデータド

リブンをいかに活用していくかを実践している11。あるいは、GDS やポリシー・ラボなどで彼ら専門家の

薫陶を受けた人材が、エバンジェリストとして、出身組織や異動先にこうした新しい考え方や行動様式

を広める役割を担っている。ポリシー・ラボでは、財務省の最上階にあるスカイルーム（図表 5）を、組

織を超えた人材交流や、多様な人々が自由に議論し協業できる場として用意している（4.2 参照）。 

政府や公共機関の職員が、ユーザー中心のサービス設計やアジャイル開発の手法などを習得するため

のトレーニングの場としては、GDS アカデミー（前身は 2014 年設立の労働年金省のデジタルアカデミー）

がある。年間 3 千人の公務員が、アカデミーでトレーニングを受けるのが目標とされている。そのほか

にも、Nesta などの専門機関によるトレーニングが実施されている。 

図表図表図表図表 5555    ポリシー・ラボポリシー・ラボポリシー・ラボポリシー・ラボのスカイルームのスカイルームのスカイルームのスカイルーム    

 
（資料）英国議会ホームページ（https://pds.blog.parliament.uk/2017/07/12/co-designing-search-on-parliament-uk/ 2017年 8月 1

日アクセス） 

 

 

  

                             
9 例えば、GDS は設立当初 14 名のチームであったが、その半数は政府職員、残り半分が民間の人材であった
（http://careerhack.en-japan.com/report/detail/749 ）。 
10 教育省のジェンダー・ペイ・ギャップ・プロジェクトでは、独立コンサルタントの Alan Plunkett 氏が省内のオープンスペースに席を

構え、政府職員と議論しながら、取り組んでいる（4.3 参照）。 
11 教育省の Chief Digital and Technology Officer（現在は Chief Service Officer）の Mark O'Neill 氏や Transformation Director
の Emma Stace 氏。 
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3.2.4. 公共調達の改革 

英国政府のデジタル変革の目標の一つとして、大手ベンダーの寡占から中小企業やスタートアップの

参入の余地を広げ、ベンダー・ロックインを回避するとともに、ICT 関連投資の選択肢を広げコストを下

げようという狙いがある。 

2012 年に G-Cloud フレームワークにおいて、商用クラウドサービスを購入する仕組みが始まった。

CloudStore と呼ぶオンラインの ICT サービスのカタログがリリースされ、政府の省庁や地方自治体、公

共機関がこれを通じて、目的に合致したコスト効果の高いサービスを購入できるようになった。サプラ

イヤーは、政府と基本的なサービス利用についての合意を締結し、オンライン市場にサービスの価格、

内容、契約条件等を登録する。英国企業に限られておらず、世界中の企業が参加可能であり、わが国企

業も多く登録されている。2014 年に、CloudStore は Digital Marketplace に衣替えした。 

Digital Marketplace の利用により、政府諸機関はサービスごとに発注先を選定したり契約等を行う手

間が省け、利用した分だけ料金を支払えばよいことになった。一方、中小企業やスタートアップ企業は、

従来の公共調達における複雑な入札手続などの参入障壁が解消され、政府機関が発注する業務への参入

がしやすくなった。2016 年 10 月時点における G-Cloud の調達総額累計 15 億 7,753 万ポンドのうち、中

小企業が 8 億 7,514 万ポンド、全体の 55.5％を占めている。2016 年 10 月までの数字を見ると、中小企

業の売上高は 3 億 6,681 万ポンドで、全体（5 億 9,728 ポンド）の 61.4％、前年に比べ 27％の伸びであ

る(図表 6)。政府機関からの受注実績が、新興企業の信頼を向上させ、民間企業からの受注にも繋がって

いることが報告されている12。スタートアップによる革新的なサービスの導入も図られており、2016 年に

はブロックチェーン・プラットフォーム（BaaS）を手掛ける Credits が Crown Commercial Service（王

立調達サービス庁）から認可を得ている。 

図表 6 G-Cloud の企業規模別年間売上高 

    
（資料）National Audit Office “Digital transformation in government” March 2017 
（注）GDS の支出コントロールへの介入による削減額。 

                             
12 Crown Commercial Service のケーススタディ紹介による。 
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3.3. デジタル変革の成果と課題 

2016 年の国連の電子政府調査で、英国は前回（2014 年）の 8位からトップに躍進するなど、政府のデ

ジタル技術の導入・活用とそれに伴う組織内の変革は、それなりに順調に進んでいると評価できよう。

この結果、公共サービスのエコシステムが形成されつつある。もっとも、成果ばかりでなく、課題も顕

在化している。これらの点について、以下で述べる。 

3.3.1. デジタル変革の成果 

これまでの成果としては、以下の点が指摘できる。第一点目として、政府部門における業務の効率化

とコスト削減が挙げられる。デジタル変革は、デジタル技術の導入による公共サービスの効率化・合理

化や無駄な ICT 投資の削減につながっている。例えば、GDS は 1,700 もの政府のウェブサイトを GOV.UK

に統合し、よりシンプルかつわかりやすいものに変えたが、使い勝手がよくなったばかりでなく、年に

6,000 万ポンドの節約となった13。GOV.UK の訪問者は、2012 年以来 30 億人を超えている14。また、政府

の ICT にかけるコストは年間 160 億ポンド（2009 年15）であったが、GDS による支出管理や G-Cloud の導

入により、より目的と支払いに見合った適切な技術やサービスの購入が図られるようになり、2011 年～

2016 年までの 5 年間で 13 億ポンドが削減された（図表 7）16。 

図表図表図表図表 7777    ICTICTICTICT 支出の削減額支出の削減額支出の削減額支出の削減額    

    

（資料）Dashboard G-Cloud （https://www.gov.uk/performance/g-cloud/monthly-sales-by-company-size 2017 年 8 月 17
日アクセス）を基に筆者作成 

（注）2012 年は 4月～12 月、2016 年は 1月～10 月の数字。 

 

                             
13 GDS 担当のモード大臣のスピーチによる。

（https://www.gov.uk/government/speeches/opening-speech-for-d5-byfrancis-maude-minister-for-the-cabinet-office 2017 年 8月
25 日アクセス） 
14 Rebecca Hill “GDS claims ￡4bn in savings through better IT”PublicTechnollogy.net, December 8, 2016

（https://www.publictechnology.net/articles/news/gds-claims-%C2%A34bn-savings-through-better-it 2017 年 8 月 29 日アクセス） 
15 HM Treasury, Operational Efficiency Programme: Final Report, April 2009 
16 公共サービスの提供の 30％がデジタルサービスに移行したことにより 13 億ポンドの節約となったが、これが 50％になれば 22 億ポン

ドの節約になるという（Crown Commercial Service “Everything you need to know about G-Cloud and the Digital Marketplace: A guide 

for public sector organisations”2016, https://www.pdms.com/media/10230/g-cloud-8.pdf 2017 年 8 月 28 日アクセス）。 
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第二点目として、エビデンスベースの政策形成・政策決定がある。これまでのような経験と勘に頼っ

た政策決定ではなく、サービスデザインなどの手法の導入を通じて、客観的根拠（データ分析やユーザ

ーリサーチなど）に基づく、合理的で透明性の高いプロセスを確立しようとしている。限られた財源や

人材、時間等をより有効に使うために、また、政策決定までのプロセスの透明性を高めて国民の信頼を

得るためにも、政府・公共機関にとってエビデンスベースの取り組みが不可欠と言えよう。こうした観

点から、英国政府はオープンデータへの取り組みにも注力しており、データをわかりやすく可視化する

ことで、政府職員の政策形成への活用ばかりでなく、市民自身が社会の課題や政策の在り方を考え、理

解することにも寄与している。なお、今回ヒアリングした Nesta にある Innovation Growth Lab が、イ

ノベーションや起業の分野について、政府・公共機関のエビデンスの創出や普及のサポートをグローバ

ルに展開している17。 

第三点目として、公共サービスへのユーザー・ニーズの反映と、これを通じた市民との関係性の変容

が挙げられる。ポリシー・ラボの Beatrice Andrews 氏によれば、以前は政府機関が自ら市民に意見を聞

きに行くことは皆無であったが、現在は、ユーザー起点の公共サービス開発を重視するようになってお

り、市民が抱える問題点やニーズの聞き取りばかりでなく、試作品を使った際のフィードバックも受け、

絶えずサービスの改良を図っているという。また、問題へのアプローチの仕方も、以前であれば、「問題

の発生に対して資金を手当てする」といった対症療法的なものであったのが、現在では「問題発生の原

因を突き止め予防を図る」という原因療法に変わってきている18。政府の財政が逼迫しているという事情

もあるが、これまでのように政府がなんでもやる「大きな政府」を改めるとともに、国民の政府への過

度な依存からの脱却と自立が模索されている。国民や民間セクターが、政府の対等なパートナーとして、

共に公共サービスのイノベーションに取り組む担い手として位置づけられるようになっているのだとい

えよう。 

3.3.2. エコシステムの構築 

英国では、リーマンショック後の緊縮財政下において、公共セクターが国民生活や地域社会に関わる

全てのサービスを担うのではなく、国民や民間セクターと協働するスタイルが目指された。こうした背

景のもと進められたデジタル変革は、公共サービスの開発と供給について、政府の組織内部に新たな文

化を浸透させているとともに、エコシステム（生態系）の構築にも繋がっている。このエコシステムが

形作られるに当たっては、①政府トップのコミットメント、②人材の流動化、③公共調達改革、が重要

な役割を果たしている。 

第一に、キャメロン前首相やモード元 GDS 担当大臣の強力なリーダーシップのもと、「Digital by 

Default（原則としてのデジタル）」の方針が示されたことで、デジタル技術や民間手法の導入に懐疑的

であった幹部・中間層の政府職員も否応なく巻き込まれたことがある。そして、GDS による取り組みが、

規模は小さいながらも着実に成果を上げているのを目の当たりにし、組織内部の意識改革が徐々に進む

こととなった。 

                             
17 家子直幸、小林庸平、松岡夏子、西尾真治「エビデンスで変わる政策形成～イギリスにおける『エビデンスに基づく政策』の動向、ラ

ンダム化比較試験による実証、および日本への示唆」三菱 UFJ リサーチ＆コンサルティング（2016 年 2 月） 
18 この点について、Andrews 氏は事例として、住宅問題「＜従来＞公共賃貸住宅の建設⇒＜現在＞住民のニーズに合った民間賃貸住宅の
検索サービス」、ホームレス問題「＜従来＞ホームレスに対する各種ケア・支援策⇒＜現在＞ホームレスを防止するための施策を検討」
を挙げている。 



13 

第二に、政府内部の人材だけで全てを完結させようとするのではなく、柔軟に外部から専門人材を取

り込むことにより、不足する資源を補完できたばかりでなく、政府職員のデジタルスキルや経験値を高

めることができたという点が挙げられる。公共セクターと民間セクターを行き来する専門人材も多数存

在しており、相互の交流を通じて、政府職員がテック業界やデザイン・エージェンシーというものを理

解するとともに、これらの企業の専門家も政府の考え方や行動を理解できるようになるなど、異なるセ

クター間の対話や理解、協業の促進に寄与している。 

第三点目として、公共調達の改革で G-Cloud が開設されたことにより、公共サービスのデジタル化に

大企業ばかりでなく、中小企業やスタートアップが参画する機会が大きく拡大したことが挙げられる。

これにより、公共サービスとデジタル技術を融合したGovTechの市場が成長することが期待されている。

ちなみに、2025 年までに英国の GovTech 市場は 200 億ポンドに達するとの予測もある（図表 8）19。加え

て、公共調達の機会を得たスタートアップが、政府の「お墨付き」を得ることで、民間企業からのビジ

ネス受注に繋がるケースも増加している。G-Cloud を契機として、公共サービスの枠組みを超えたデジタ

ルサービスの生態系も形成されつつある。 

従来の公共サービスは、企画・開発から供給まで「政府（⇒ベンダー）⇒国民」の限られたプレイヤ

ーによる一方通行のシステムであった。それが、デジタル変革を通じて、政府自身が公共サービスのオ

ープン・プラットフォームになろうとする姿勢が打ち出され、民間の多様なアクターの参画したエコシ

ステムの形成に繋がっている。例えば、Uscreates や mySociety、Nesta のように、公共セクターをサポ

ート、補完する機能を持つ事業者や民間の専門家が登場し、政府との協業を進めている。あるいは、techUK

などの組織が、政府と民間の橋渡し役として、中小・新興企業の公共調達への参画拡大についての提言

や起業支援を行っており、エコシステムの構成要素である GovTech のスタートアップの創出や成長に一

定の貢献を果たしている。ラフバラ大学をはじめとした大学・研究機関も、スタートアップのインキュ

ベーション施設を開設するなどにより、スタートアップの創出・育成に取り組んでいる。 

図表図表図表図表 8888    英国の英国の英国の英国の GovTechGovTechGovTechGovTech 市場の予測市場の予測市場の予測市場の予測    

 
（資料）Justine Desmond, Bhavin Kotecha “State of the UK Govtech Market” Public, June 2017 

                             
19 Justine Desmond, Bhavin Kotecha “State of the UK Govtech Market” Public, June 2017 
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3.3.3. 取り組むべき課題 

英国で進むデジタル変革ではあるが、まだ、中央政府レベルの取り組みにとどまっている感がある。

これを地方政府、さらには民間セクターにも波及させ、国全体としての「デジタル UK」を実現するため

には、多くの課題を解決していかなければならない。そのなかでも、重要と考えられる点は、以下の通

りである。 

①中央政府と地方政府の分断 

英国政府のデジタル変革の推進役であったキャメロン前首相は、「大きな政府」に代わり「大きな社会

（Big Society）」を唱えた。中央政府の支出の抑制で公共サービスの質が低下することを回避するため

に、これを代わりに担うスタートアップや社会的企業、非営利組織などの活動を強化しようというもの

である。さらに、地方に対しても「大きな社会」の一環として「地域主義（Localism）」を掲げ、地方へ

の補助金削減の代わりに地方政府に権限を委譲し、地方独自の取り組みを推進しようとした。 

しかしながら、地方に対する強制力がないため、中央政府のデジタル変革は進行しているものの、地

方の足並みはばらばらなのが現状である。一つには、デジタル変革を進めるためにはトップのコミット

メントが必要であることは先に述べた通りであるが、首長がどこまでデジタル変革の必要性を理解し、

推進しようとしているか、ということがある。もう一つには、デジタル変革に割くことができる財源や

人材の不足がある。このため、限られた資源をデジタル技術やデータ整備に投じる必要があるか、懐疑

的な首長や地方の政治家、職員も多いという。その結果、地方レベルでは、例えばウェブサイトの統一

や人材育成なども、なかなか進まない状況である。また、中央政府（ロンドン）の場合には、デジタル

技術やサービスデザインの専門人材が豊富に存在し、デジタル変革のファシリテータとして登用し、組

織の考え方や行動の変化に繋げることができている。地方の場合には、そうした能力を持つ人材を見つ

け出すことも、地方政府のために働いてもらうことも難しいという事情もある。 

市民にとって、公共サービスを提供する一番身近の存在は、地方政府である。市民が利用する公共サ

ービスの 80％は地方レベルで提供されているとのデータもある20。特に、国から社会サービス・公共サー

ビスに対する支出削減が続く中、地方レベルでのサービスの維持・拡充をいかに進めていくかが課題と

されている。そのためにも、国やカムデン・ブリストルなどの先進自治体のデジタル変革の成功体験を

いかに他の地域に移植していくか、地方政府の幹部や職員、地域住民のデジタル変革に対する理解をい

かに深めていくか、が、カギになると考えられる21。 

②オープンデータの拡充 

中央政府と地方政府の分断から生じるもう一つの問題として、オープンデータへの取り組みが挙げら

れる。英国政府が掲げる「Evidence-based Policy Making」の基盤となる重要な資源がデータである。

特に、地方政府には地域社会にかかわる様々なデータが収集・蓄積されている。したがって、国レベル

ばかりでなく、地方レベルでのオープンデータの拡充をどのように進めていくかも重要な課題である。 

                             
20 https://medium.com/@camdentheo/2017-looking-ahead-for-digital-transformation-in-local-government-d72394026480 
21 中央政府レベルでも、理解が浸透しているとは言い難い。ソフトウェア会社の Northgate Public Services の調査によれば、GaaP の構
築に 4億 5,000 万ポンドも費やしたにもかかわらず、公務員（2,100 名）の 74％が「プラットフォームとしての政府」を理解していない

との回答であったという（“Mind the GaaP: Government as a Platform” 
https://pro-web-elb-nps-v1-82642594.eu-west-1.elb.amazonaws.com/mind-the-gaap-government-as-a-platform/ 2017 年 8月 29 日ア
クセス）。 
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実際、地方政府は保有するデータの多くをオープン化している。もっとも、同じデータでも地方によ

って公開されている場合もあれば、全く公開されていない場合もある。例えば、地方には土地に関わる

いろいろなルールや規則があるが、「この木を守る必要があるか」、「この土地は誰が所有しているのか」、

「建物の高さはどれぐらいまで可能か」などといったデータが、どの地方でも同じように公開されてい

るわけではない。また、二次利用が容易に可能なデータ形式で公開されている場合もあれば、PDF のデー

タでしか公開されていない場合もある。このように、地方政府によって情報提供の対象や方法が異なっ

ており、地域を跨いでシームレスに利用できるアプリやサービス開発の障害となっている。 

もう一つには、政府・公共機関ばかりでなく、企業が保有するデータへのアクセスと利活用を促進す

ることも課題である。データが、新しいビジネスの資源として有望視されると、企業は競争力確保のた

めに、これを囲い込もうとしがちである。しかし、自社で使いあぐねているデータを新たなアイデアや

技術を有するスタートアップに開放することで、新しいビジネスや市場の開拓に繋がる可能性も出てく

る。民間セクターにおいても、保有するデータに対する考えを変えていくことが求められている。例え

ば、英国では Citymapper が公共交通機関のオープンデータを活用し、利便性の高い都市交通アプリを開

発して急成長を遂げており、注目されている。 

2015 年～2020 年にかけて、データは英国経済に最大 2,410 億ポンドの利益をもたらすとの予測もある

22。この予測を現実のものとするためにも、データインフラの整備やデータアナリストなどの人材の育成

とともに、個人のプライバシーや機微データは適切に保護しつつも、官民が保有するデータへのアクセ

スや利活用を円滑化するためのルールや体制等の整備が求められている。 

③長期的な視点の必要性 

英国でデジタル変革が進められることになった契機は、2010 年の保守党・自民党の連立政権の発足で

あり、キャメロン前首相や内閣府の GDS 担当モード元大臣の強力なリーダーシップによるところが大き

い。しかしながら、その後、国民投票でブレクジット（Brexit）が決定され、首相がテリーザ・メイ氏

に交代したことで、英国政府のデジタル変革の取り組みや GDS の推進力が後退していると指摘する向き

も少なくない23。トップが代わることにより、国の優先課題の順番が入れ替えられることは想像に難くな

い。 

デジタル技術やデータアナリティクスなどとともに、英国政府が導入したサービスデザイン（デザイ

ン思考・システム思考）、アジャイル、オープンソースなどの手法は、デジタル社会を構築していくため

の基盤インフラであり、主要なツールである。もっとも、これらを導入しただけでは、デジタル変革が

達成できるわけではなく、これらのツールを実際に使う人間の意識の変革が不可欠である。そして、人

の考え方や行動を変えることは、一足飛びにはいかないことから、長期的な視点でインフラ・制度整備

や人材育成も含めた取り組みを進めていくことが肝要である。 

 これら直面する課題に対し、英国政府は今後どのような対応を講じていくのか、引き続き英国の動向

を注視していく必要があろう。 

                             
22 Department for Digital, Culture Media & Sport “UK Digital Strategy 2017” March 2017（原データ：Oliver Hogan, Laura Holdgate 
and Rajini Jayasuriya “The Value of Big Data and the Internet of Things to the UK Economy” Cebr, February 2016） 
23 David Walker “The omens aren’t good for digital public services” the Guardian, October 2016 
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4. 現地調査結果 

4.1. 政府デジタルサービス（ＧＤＳ）24 

（組織概要） 内閣府にあるデジタル化推進組織。キャメロン首相（当時）により 2011 年創設。政府全体の戦略策定とその推進を図り、

各省横断的なデジタルサービスを推進。現在の活動分野は p.17 参考図表のとおり 

4.1.1. GDS 共同創設者が現在、CSO を務める教育省(DfE)を訪問 

英国政府教育省はウエストミンスター寺院の近距離に位置する。広々とした吹き抜けのエントランス

を抜けると、自由な雰囲気のオフィスが現れる。 

今回、GDS ファウンダーの一人で 2017 年 1月より教育省の Chief Digital and Technology Officer に

就任した Mark O'Neill（マーク・オニール）氏を訪問した。オニール氏は民間コンサル企業でキャリア

を積んだ後、キャメロン政権時、世界初となる政府に対するアクセラレーター、スカンクワークスを立

ち上げた。彼は主要メンバーとして大胆な変革をもたらした後、GDS の立ち上げに携わることとなる。GDS

においては、急進的なサービスデザインプログラムを裁判所や国境管理に導入した。現在は教育省の

CSO(Chief Service Officer)として、ユーザーを中心としたアジャイル方法に変革をもたらすため、教

育全般に関わるデジタル及びサービス全般を掌握、若年見習い制度や補助金認可などの新サービス開発

に取り組んでいる。 

今回の訪問ではオニール氏がこれまで直面してきた大きな課題、成功例、失敗例を含めて話を伺うこ

とができた。ここでは特に GDS 立ち上げに関わるいくつかのエピソードについて紹介する。 

 

 
オニール氏（GDS 共同創設者、現教育省・CSO）                  ステース氏（教育省・Transformation Director） 

                             
24 日時：2017 年 7 月 18 日(火)10 時-12 時 
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4.1.2. GDS における取組み 

GDS のはじまり －スカンクワークスによるイノベーション創出 

2010 年、キャメロン前首相率いる当時の政府はイノベーションを促進するためには政府内にスカンク

ワークスをつくらなくてはいけないと考えた。スカンクワークスとは、既存組織から独立して、ゼロベ

ースで解決策を検討する独立チームである25。 

当時、政府は多額の金額をイノベーションへかけていたにも関わらず、たくさんの失敗を繰り返して

いる状態であった。リソースがほとんどない状態から活動を始めなければならなかった。しかし、彼ら

は新しい方法でイノベーションを起こそうと考えていたため、むしろこの状況は吉と転じたといえる。

まずは 10人のチームでスタートした。10 人の中にはデジタルやテクノロジーの専門の人はおらず、2 人

は秘書、1 人はマーケティング、3、4人がテクノロジーの仕事をした経験のある人たちであった。1年半

後には、様々な人々のために 25 の新たなデジタルプロダクトを作り上げたのだった。 

当時のキャメロン首相のためにも新しいデジタルプロダクトを作った。首相というのは大企業の社長

のようなもので、毎日たくさんの様々な情報が回ってくる。どの情報が大切か、今重要なものは何かと

いうのを多忙な首相自身がフィルタリングするのは難しい。例えば、首相が毎朝タブレットか何かを見

て、国内で建設中の住宅数が減ったのは一体どうしたことかと考えた場合、官僚的な答えを各省から得

るためには随分と時間がかかってしまう。つまり、いくつもの窓口担当者を経ないと実際の担当者へは

たどり着けない。そこで我々はツールを作って、首相が直接担当者に E メールを送れるようにした。政

府内からは「そんなことをしては駄目だ、今までどおり各省窓口を通さないと」と言われた。しかし実

際にそのツールをキャメロン元首相に使ってみてもらったところ、「これはいい考えだ」と言ってくれ、

導入が決まった。 

参考参考参考参考    ＧＤＳの活動分野ＧＤＳの活動分野ＧＤＳの活動分野ＧＤＳの活動分野    

 
                             
25 http://www.itmedia.co.jp/im/articles/0806/02/news116.html (2017/10/13 アクセス) 

出典：英国・国家監査室(NAO)報告書抜粋 
https://www.nao.org.uk/report/digital-transformation-in-government/ (2017/10/12 アクセス) 
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 チームはまさにサービスデザイン思考からこのプロダクトを生み出したと言える。ユーザーの声を聞

く、ユーザーの悩みを聞く、そして簡単な方法でその悩みを解消し、使いやすくする。首相からの信頼

を得、さらにイノベーションを加速していく。 

Mark O'Neill の手法 

当時、2012 年に開催されるロンドン・オリンピックを控え、政府にはそれに関連するいくつかの解決

すべき社会課題を抱えていた。若者の雇用対策、住宅数の不足などの喫緊の課題であった。GDS はそれら

の問題を直接解決することはできないが、できることは、テクノロジーを利用した社会的課題への別ア

プローチであると考えた。政府のウェブサイト上にある言葉を一つ変えるのに 1 年半かかったり、首相

へ国内住宅数といった重要な情報を知らせるのにずいぶん時間がかかったりしている状況を変えるのが

GDS の役目であると考え、動き出した。 

そこで取ったアプローチは、まずは人々と話をしてコミュニケーションをとることであった。様々な

ステークホルダーが存在する政府において、この点は重要であった。「私にはすごい魔法のような力があ

るが、ただ何でもできる魔法使いではないので全てを叶えてあげることはできない。一つだけあなたの

望みを叶えましょう。」と話をした。何か小さい望みはありませんかと尋ねて回ったのだ。当初、周りは

訝しげな反応だったが、実際に人々の望みを叶え始めると「あれ、どうしてこんなことが起こっている

の？」とこの「魔法」は注目を浴び始めた。「この人は魔法使いだけれども、あまりたくさんのことはで

きない魔法使いで、望みは一つずつしか叶えられない。でも必ず叶えてくれる。」という話が広まるよう

になり、GDS の存在は信頼を得るようになっていった。 

政府の中には野心を持った人たちが多くいるが、その野心を実現できないままでいる。その野心は時

としてとても小さく、些細なことである場合が多い。 

例えば英国政府の調達プロセスはとても評判が悪く、ひどい状態になっていた。政府職員も、サプラ

イヤーも嫌がっていた。つまりこの状況においてステークホルダー全員の意見が一致していることにな

る。そこで、関わっている人々に意見を聞くことにした。とにかく色々な人の話をじっくり聞き、調達

プロセスにおける解決策を明確化した。 

 テーブルの脚がグラグラしているとき、ユーザーの一人が自分には十分に直すお金がないと言うとす

る。でも他のユーザーが同じ問題を抱えていてその改善を望んでいるならば、みんなで少しずつお金を

出せばテーブルを直すことができるという新しい考え方をすることが必要である。テーブルを直そうと

提案し、誰かがもしノーと言ったとしたら、ステークホルダーの誰かが「もっと破壊的なやり方をする

ぞ。（壊すぞ）」と言えば最初にノーと言った人はイエスと言う。とても破壊的なことと最初の案と比べ

たら、最初の案のほうがいいということで、イエスという答えを導き出すことができるのだ。翻って、

調達プロセスにおいて、大企業にこう話を切り出す。「私はこれからロンドンの金融街へ行き、ベンチャ

ーキャピタルなどと話をしてこようと思います。政府が持つ 160 億ポンドのマーケットがあって、こち

らが資金を出すのでスタートアップを作ってくれませんかと話をします。つまり、スタートアップで破

壊的なビジネスを作って、古いビジネス（今までの調達プロセスで生み出されたレガシーやそれに関わ

る大企業）を飛び越えてほしいと相談してきます。」積極的なイノベーションを目指さない企業や政府に

対して、ある意味破壊的な脅しをかけるわけだが、このアプローチは効果がある。現在政府と取引があ
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る企業というのは規模が大きく、あまりうまく機能していない。そういうことを言うだけで、怖いな、

破壊的だなと危機感を感じさせ、「じゃあ解決方法を見出すよ」という反応を政府・企業双方から導き出

し、結果として効果的な調達プロセスを実現することができた。 

GDS がしなければいけないことは、新しいレガシーを作るわけではなく、プロジェクト全体を新しくし

て、新しい世界を作ることである。古いものとのコンビネーションによって、コスト削減になり、フレ

キシブルになる。古いモデルは、もし何か変更を加える場合、変更のリクエスト→交渉→承認という段

階的なプロセスを踏まねばならないが、その間にも状況は進んでいる。 

政府内においては「私たちには変革が必要ない」と盲信している傾向があり、変革スピードと政府内

スピードの距離は差が広がる一方である。そのため、行政の中でビジネス変革が起きる場合は非常に破

壊的になるといえる。人によっては、トランスフォーメーションと言うと目が輝く人がいるが、政府内

においてはトランスフォーメーションと言うと、ハンマーか何かで叩きつけようというネガティブな反

応をする人たちが多数いる。それは変革が怖いからに他ならない。その組織の中で、これまでのキャリ

アを自分の中のイメージで考えてきた人たちにとって、今いる組織の運営方法が変わることは、非常に

怖いことである。「もうあなたの信じていることに価値がない」と言われているように感じてしまう彼ら

の心配を取り除くには一つの単純なアプローチで解決できるものではなく、コミュニケーションをとり

ながら新しい解決方法を生み出す必要があるのだ。 

その前提で GDS がしたことは、例えばスポンサーを見つけるなどといった具体的な方策だった。シニ

アでなくてもいい、ただ自分たちのプロジェクトをサポートしてくれる人を探すということである。新

しい考え方を持つようなイノベイティブな人を探し、その人達のネットワークで自分たちのアイデアを

取り入れ、実現させることができるのかを考える。イノベーションというものは、本来は自分自身の中

にあるはずだ。イノベーションを持つ人をまとめ、彼らをサポートしていくことによって、新たな動き

や勢いを作りだすことができる。つまりそれは野心的な人を集めることができることへも繋がる。省内

にいる野心を持った人達を巻き込み、彼らを味方につけるのだ。 

しかし本当にプロジェクトがうまくいくためには、シニアのリーダーに協力してもらうことが一番重

要である。決裁権限のあるシニアの人達に新しい方法で変革をする必要があると合意してもらうことが

必要である。ビジネスでは具体的に利益を出しているか、出していないかが重要になるが、行政ではそ

れがもっと厳しく求められるため、シニアポジションの人達の合意を得られなければ、プロジェクト案

は机上の空論で終わってしまう。英国の CIO がそうであったように、人に特別な肩書を付けることでイ

ノベーションを起こせる人になるわけではなく、その組織の文化というのは、ステップを踏んで変革に

取り組んでいく必要がある。毎日少しずつ何らかのポジティブな「違い」を作って、ユーザーにそれを

実感させていくことが変革への近道である。 

GDS 25 の取組み 

GDS は発足後、公共サービスの「解決できない問題」ではなく、何か比較的「小さなサービス」を考え

て、それをいかにデザインし直せるかを考えた。GDS がやったことはトランスフォーメーション・プログ

ラムで、まずはどんな取引が多いのかをマッピングし、把握することから始めた。取引で一番多いのが

税務関係、そして車両の登録などであることがそこから証明された。それを元にトランスフォーメーシ
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ョンプロジェクトを 25考え、デジタル化を推し進めた。その中のいくつかを紹介する。 

○ Lasting Power of Attorney（LPA） 成年後見登記制度 

高齢になって自分の遺産の管理などができなくなったときに他の人に権限を移譲する制度である LPA

は申請業務が全て紙ベースで行われており、非常に複雑なものであった。その煩雑さから法律事務所な

どに手続きの委託をせねばならず、市民は弁護士料として 5000 ポンド前後の高額な手数料を負担してい

た。GDS はまずその申請プロセスに関わっている人たちを訪問することにした。広い会議室があり、職員

一人ひとりが市民から届いた申請用紙とスタンプを持っていて、申請書類内にもし空欄があれば「ここ

はわざと空欄にしています」というスタンプを押していた。GDS のメンバーはこの光景を目の当たりにし、

「これはロボットでも簡単にできる作業だが、恐らくロボットでもそんな単調な仕事はしたくない！」

とショックを受けたそうだ。LPA の申請業務にはそのようなある意味無駄といえるプロセスが多数存在し

ていた。そこで GDS はステークホルダーと協力をして、この業務フローについて徹底的に話し合った。

丁寧なヒアリングの結果、市民が弁護士事務所に依頼をしなくともオンラインで権限譲渡の申請をする

ことができるようにする必要があるというのが彼らの出した結論だった。GDS はオンライン申請システム

を構築、現在は申請料 65ポンド程度で、自分でオンライン申請できるようになっている。  

○ 有権者登録 

英国では有権者の詳細は地方の選挙登録で管理をされている。中央政府ではなく、それぞれの地方自

治体が有権者のリストを持っている形になり、全国レベルでの有権者のリストは存在しない。ID カード

などの個人情報管理について懸念しているため、あえてそのような形での管理体系にしている。そのた

め英国には 600 のデータ形式の異なった有権者リストが存在している。 

これも驚くべきことであるが、各地方自治体における有権者リストの作成方法は 100 年以上変わって

いない。毎年、地方自治体が各家庭に有権者登録カードを郵送する。「私たちは、リストに書いてあるお

名前の方々があなたの家に住んでいる有権者だと理解しています。世帯主が記載されている有権者の名

前を確認して返却してください。」と書いてあるその確認用紙の内容を毎年チェックする必要があるのだ。

もし送付されたリストに名前がなく、新たに有権者登録をしなくてはならない場合は、新規登録する市

民はその世帯主と共に自治体窓口を訪問する必要があり、非常に複雑なシステムだった。そこで GDS は、

どうしたらこの古い有権者投票登録システムをオンライン化できるのかと考えた。第一ステップとして

国会で有権者投票登録システムのオンライン化に関する法律を通過させることはできたが、選挙のネッ

ト投票の締切日が先に決定しており、どのようなシステムを構築すればいいかを後から考えなければな

らない状況だった。GDS にとっては非常に興味深いチャレンジだったとオニール氏は振り返る。600 の自

治体がそれぞれ異なるリストを持っており、自治体によってはエクセルでそのデータを管理していた。

日本もよく似ていると思うが、英国ではどんなデータもエクセルで管理している。政府は様々なシステ

ムに巨額を投資したが、誰もそのシステムを信頼せず、結局みんなエクセルに戻っていく。そのような

環境をどう変革させ、新たな環境をつくることができるのか、全国版の一つのリストを作ってはいけな

いという環境の中で、どうしたらいいのか。GDS は 1500 万人のユーザーに対してこれらの問いをサポー

トしなければならなかった。海外在住の有権者もいるため、世界で対応できるものでなければならず、

多様なユーザーが理解できるそれぞれの言語でシステムを提供する必要があった。 
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システム構築にあたり、まず GDS が考えたのがピークのシステム利用者数だった。既存の政府オンラ

インサービスの中で、例えば税申告は英国では多くの市民が申告最終日にアクセスしていることが分か

っていた。そこで税申告システムにおける最終日のピーク利用者数を見ると、予想していたほど高いも

のではなく、1秒に 30人ぐらいだった。GDS はその 10倍である 1 秒に 300 人と選挙システムへのアクセ

ス数を試算。これは行政オンラインサービスとしては高い数値となっており、まずはそこからスタート

することにした。このときこのプロジェクトのチームはオニール氏を含め 2 人しかいなかった。（その後

リリースまでの間に最高 20 人まで増やした） 

そこで直面した課題は、「それは実現できないだろう」と言ったネガティブな反応の人たちへの対応も

含まれていた。大きなサプライヤーは GDS が提案するシステムを作るには 1 億 5000 万ポンドかかると回

答してきた。有権者 1 人に対しては 3 ポンド前後の費用なので、それでも別に構わないと言う人たちも

いたが、オニール氏はその試算は高過ぎると言った。 

プロジェクトが始まってから 3、4 週間たったときに、紙ベースでプロトタイプを作った。それを元に

このシステムにはどんなフローがあるのか、何がうまくいくのか、いかないのかというのをテストした

のだった。これはまさにサービスデザインの手法であった。その後オープン API を 600 全てのレガシー

システムに合わせ、アプリケーションも作ることに成功。結果的には 100 万ポンド未満でそのシステム

をデリバリーすることができた。 

GDS にはリサーチスペースがあり、タブレットやコンピューター、テレビもあるイノベイティブな空間

である。ユーザーリサーチに使われるこの場所で、開発したシステムのユーザーテストが行われた。あ

まり IT が得意でないタイプの 50 代の女性が参加し、その人に使い方を説明し、「この説明でシステムを

使えそうですか？」と聞くと、「もう終わりました」とその人は笑顔で言った。「あなたが説明している

間に、スマートフォンを使って 3 分で済ませたわ。」オニール氏はこのシステムがユーザーにとって価値

があるものだと実感、運用開始に至った。 

システムの使い勝手もあってか、当初 GDS が見積もったユーザーピーク数をはるかに越える１秒間に 5

万人という結果であった。しかしシステムは問題なく機能した。デザイナーは、ユーザーはシステムを

こういうふうに使いたいだろうと仮定をするが、実際はそうでない場合が多々あるということを証明し

た形になる。システム運用はうまくいっていたが、最初に見つけたバグで、有権者 1人が 1 票ではなく 3

票投じられるという不具合が発生した。１）イギリス人だったら投票できる、２）EU の市民だったら投

票できる、３）投票内容によってはアイルランド人であれば投票できる、といった複雑な条件があり、

その全てを満たす市民について 1 票だけではなく 3 票投じられてしまうというプロセスフローのバグが

あった。それはすぐに直せるものであったが、このバグのおかげでシステム構築の際に異なったアプロ

ーチをしっかり考えるきっかけになった。 

○ 刑務所の訪問 

初めて犯罪を犯した人が立ち直るためには、色々な人が彼らを訪問し、社会復帰へのコミュニケーシ

ョンをはかるというのがとても大事なプロセスである。しかし、刑務所訪問申請のプロセスはとてもひ

どいものだった。予約を取りたいと思ったら、受付窓口へ電話をしなければいけないが、電話が全く通

じず、予約を簡単に取ることはできなかった。家族が希望してもなかなか訪問できない状態だった。そ
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こで新たなシステムを作り、飛行機のフライトを予約するような感じで、すべてオンラインで手続きが

できるようにした。 

システムを作るにあたり、一番の問題だったのはレガシーのバックオフィスシステムだった。サプラ

イヤーからはレガシーシステムの変更は 1 年半かかると言われたため、オニール氏のチームは API も含

めて自分たちで作ったのだった。担当者を一人設けて、E メールを送れば担当者がそのメールの内容をシ

ステムに打ち込むという形にし、レガシーと新システムをつなげることができた。 

4.1.3. GDS から学ぶヒント 

GDS が手がけた 25の取組から、オニール氏がいくつかの変革へのヒントを教えてくれた。 

日本においても学ぶべき点がたくさんある示唆ではないだろうか。まずはやってみる。そしてそれを

支えるのは人と人とのコミュニケーションに他ならない。 

・ 新しく作るシステムを完璧なものにするか、あるいは問題解決を優先するかを考える。完璧でなくて

もよいから、最初に何かを早い段階で出してみる。完璧になってから出すというふうにすると、なか

なか成功には至らない。 

・ ユーザーは誰なのかを考える。このサービスを使う人たちは誰なのかと考えることが重要。 

・ とにかく人々をエンゲージさせるようにすること。どうしたら行動を変えることができるのかを考え

る。サービスデザイン思考やナッジを使って人々の行動・態度を変える。 

・ 早く変化を起こすためには、強制的にやることも必要。 

・ 人々の話を聞くことに時間をかける。何が大切なのかということに耳を傾け、定量化と定性化、両方

から側面を見ていくことが大事。 

・ プラットフォームを作って、いくつかのコンポーネントがあるとする。まずはそれを一つにして、そ

の後にレガシーシステムを徐々になくしていく。全てを一度に行う必要はない。なぜならレガシーシ

ステムは誰かがオフにしてしまうと組織全体が駄目になってしまう可能性があるから。そのためにま

ずは最低限度のものを作り、パラレルで少しずつ起動させ、最終的に全部を移行するようにする。 

・ 目的意識の高い人が、人々を助ける福祉などの政府、行政の仕事をするということが大事。組織は問

題を正しく見つけ、いい人材を見つける。そしてそれをシェアする。 

・ PUSH、押して変える。変えると叫び続ければ、変えることができる。 

・ トップリーダーの意識が変わることもイノベーションへの大きな後押しになる。 

・ 「聞く」ということが大事。いろいろな所から人を連れてきて話をする。そこでいろいろな学びがあ

る。政府の中だけで話をするのではなく、民間セクターからも人を巻き込んで、パワフルな組み合わ

せを作る。 
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4.2. ポリシー・ラボ26 

（組織概要）2014 年設立、内閣府にあるシンクタンク。オープン政策形成を主導。複雑な政策課題に取組む公務員が住民視点から考え
られる「場」と試行ツールを提供。よりオープンでデータ駆動型、デジタル且つユーザー中心主義による政策立案を支援。 

（対 応 者）Beatrice Andrews, Head of Policy Lab, Cabinet Office  
 中央政府と公共団体での 15 年の経験を持ち、ポリシー・ラボ設立に中心的な役割を果たす。同ラボでは、デザイン、データ、デジタル

ツール等を用いて市民サービスに関わる政策立案を行っている。 

4.2.1. 政府全体の政策立案をサポート 

政府全体の政策チーム総勢 5000 人を対象に、その

政策過程を支援している。これまで 20 分野の政策に

関わった。ワークショップ、トレーニングセッショ

ンなども開催し、人間中心のデザイン思考を普及・

推進している。ラボ自体は、内閣府内外のスタッフ

による混成で、10人にも満たない小さなチームであ

る。Behavioural Insights Team27など、政府の様々

なイノベーションチーム、データサイエンス面では

統計局など、各所と協力している。公務員が新しい

方法で政策ニーズに取り組めるよう数々のプロジェ

クトに取り組んでいる（図表 9）。市民が使いやすい

仕組みを考え、プロトタイプを作り、オンラインシ

ステムを作る。今、デジタルエビデンス（証拠）が増えており、例えば裁判所では、どんな犯罪でも、

例えそれがテキストメッセージだとしても、そのデジタルエビデンスを警察や警察官が解釈することが

難しい。そこで、デジタルエビデンスの解釈手法について、警察や検察官をサポートしている。 

図表図表図表図表    9999    ポリシー・ラボのプロジェクト例 

 

                             
26 日時：2017 年 7 月 18 日(火)14 時-16 時 
27 The Behavioural Insights Team (BIT)：英国政府・Nesta 及び従業員持ち株による社会的企業。行動科学を応用し、公共サービスのリ・
デザインに取組む世界初の政府機関。http://www.behaviouralinsights.co.uk/who-we-work-with/ (2017/10/12 アクセス) 

出典：ポリシー・ラボ提供資料 
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これらのプロジェクトを通じ、特にユーザーリサーチに力を入れる。人は一体どのようにして実際に

サービスを使うのか、それを基にデザインする。そのためには、オフィスであれば「対話」をする。休

憩時間やランチタイム、パブでなど、気軽に話をしながら互いから学んでもらうのが効果的である。電

話でもよい。複雑な研修体系を作るのではなく、インフォーマルな形でのトレーニングを推進している。 

4.2.2. スカイルームの役割 

新しい手法の導入に取り組む一方、人々がより親しんだ、従前の政策手法に留まることが、我々にと

っての課題である。政府は、そこで委員会を作り、6カ月とかをかけて話をし、そのうちに動きが止まり、

結果、何も物事が起こらない、という状態に陥りやすい。新しい手法を体験しながら、環境によって従

前の手法を上回る環境とはどのようなものかを考えてもらう為に、このスカイルームがある。例えば、

この財務省のある建物の中で、写真撮影ができるのはこのスカイルームのみ。壁に何を貼ってもよい。

何かを強いるのではなく、スカイルームが「これをできればいいね」と思えるような場になることを目

指している。イノベーション大使と呼ぶのは時期尚早かもしれないが、明るく景色のいいスカイルーム

自体が、イノベーションのツールになっている。ロンドンにはこの財務省のようなタワーが 6 つあり、

スカイルームが他省庁にも広がるとよい。トップの判断により、法務省でもスカイルームを作っている。 

協力を指示や強制をすることはできない。「私もやりたい」という自発的な形で可能になる。今後は、

地方自治体、チャリティー団体、大学、民間セクター、そして国際的な協力を進めていきたい。東京に

も、ぜひスカイルームを作って欲しいし、その際には是非協力したい。スカイルームにテンプレートは

なく、シンプルであること、みんなのためであること、みんなが楽しめること、一定の設備があること、

機能的であること。そのようなエッセンスがあれば、そのつながりを広げていけない理由はない。 

 
スカイルームにて（右から 3番目：Senior Policy Adviser チャリ氏、2番目：Assistant Director クライヤー氏） 
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4.2.3. オープン・ポリシーメーキング 

官僚として勤務していると、通常、業務上で市民に会うことはない。そして、政府はよく、自分たち

の意見を守ろうとする。もし誰かが「それはうまくいかないよ」と言うと、「そんなことはないよ。君は

分からないんだね。私の説明の仕方が悪いだけだ」というふうに、自分の仕事を守ろうとする。しかし、

それは間違っている。そこで、政策形成をオープンにしている。オープンというのは、単なるパブリッ

ク・コメント制度などとは意味が異なる（図表 10）。ワークショップを共同でデザインし、一緒にソリュ

ーションを考える。幅広い分野のエキスパートを巻き込み、責任を共有し、なるべく公開する。透明性

を高めることで、みなを参加させる。 

4.2.4. ダブル・ダイヤモンド・アプローチ 

 小さな政策チーム内でも、人によって問題についての解釈が異なる場合がある。そこで、最初に問題

を突き止め、そのスコープをコ・デザインする。2、3 日で政府内の人間でワークショップを行い、最終

日に外部の人とテストをし、「私たちはこうやろうと思うが、足りないところはないか」などと意見を聞

く。次の段階では、正式なリサーチを行う。人々の生活に関わる職場、家庭などで、例えば 1 日カメラ

などを持って行って、実際の生活がどうなのかを理解する。よくサンプルサイズを気にするが、少人数

で構わない。ただ、エスノグラフィーにおいては、深い理解が重要である。一方のデータサイエンスで

は、データが大きければ大きいほど、何が起きているのかが分かるが、エスノグラフィーは、それがな

ぜ起きたのかを説明する。データサイエンスとして特定のグループの行動を見て、エスノグラフィーで

ほかにも同様な事象が見られるかを見る。並行して進めていく（図表 11）。 

 これらが最初のダイヤモンドで、もちろんチャレンジはあるが、政策形成面では、特定の層に対する

レポーティングができ、理解が深まるというメリットが理解されつつある。大臣にとっても、今までと

は違うものが見える。ただ、大事なのは 2 つ目のダイヤモンドで、アイデアをプロトタイプにするとい

うことである。これは政府には馴染みがなく、文化的にも構造的にも難しい。特に、ジョブセンター事

業など、政府が直接サービスを提供していない場合もよくある。また、例えば、家庭裁判所関連で、訴

訟回避のための仲裁サービスがある。民間企業が関わっていて、政府の求める対応をしていないことが

問題となっている。このような自体を避けるため、最初の段階からエンゲージさせる必要がある。 

図表図表図表図表    10101010    オープン・ポリシーメーキングとはオープン・ポリシーメーキングとはオープン・ポリシーメーキングとはオープン・ポリシーメーキングとは                                    図表図表図表図表    11111111    ダブル・ダイヤモンド・アプローチダブル・ダイヤモンド・アプローチダブル・ダイヤモンド・アプローチダブル・ダイヤモンド・アプローチ    

  
出典：ともに前掲書 
 



26 

図表図表図表図表    12121212    ツールとテクニック（レベル別）ツールとテクニック（レベル別）ツールとテクニック（レベル別）ツールとテクニック（レベル別）    

 

4.2.5. ツールやテクニックの全体への展開 

ポリシー・ラボでは少人数での取組みが中心であるため、スキルや知識を政策担当者全体にいかに普

及させるかが最重要課題となっている。公式の研修プログラムもあり、ポリシースクール認定も行って

いる。そして様々なツールキットを提供している。さらに、イノベーションが、政府、そして民間セク

ターでも起きていることを発信し、全体にインスピレーションを与えることに取組んでいる（図表 12）。 

公務員はじめ皆が使うことのできるツールの一部について紹介する。Hopes & Fears Card は、プロジェ

クトに何を期待し、恐れているか、画像イメージのカードを使い、チームの人々のモチベーションを理

解する（図表 13 左）。初期で重要なステップである。Challenge Setting では、適切な問題意識を持つこ

とを促す。Persona も重要で、政策は誰の為のものか、固定観念に捉われない様、エビデンスを活用する。 

政府での会議冒頭の 1 時間は、自分が知識をどれだけ持っているかということに費やしてしまう。

Evidence Safari では、全て壁に貼り、皆が全体像をより速く理解することで、素早く課題を認識し、ア

イデアに繋がるインサイトを得る（図表 13 右）。ツールや手法を通じていえることは、絵を描いたり、

粘土みたいなもので何かを形作ったりすると、ただ文字で書くよりも、もっと考えるようになる。 

図表図表図表図表    13131313    ツールの紹介ツールの紹介ツールの紹介ツールの紹介    

 
出典：ともに前掲書 
 

出典：前掲書 
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4.2.6. オープンデータの役割 

 EU 離脱の影響は、直接的にはない。ただ、政治とつながりが感じられないという意識は強い。我々は、

ポリシー・ラボを通じて、人々がもっと関わり合えるような機会を作っている。興味深い取組みとして

は、デジタルソリューションを提供する FutureGov28は、ゆくゆくはシステムを変えたい、と考えている。

地方自治体は深刻な財政難のため、必要に迫られてイノベーションを取り入れている。従って多くのデ

ータをオープンにしている。自治体によって提供の仕方が違うが、オープンデータは徐々に進んでいる。 

地方のグッドプラクティスを普及していくには、エビデンスベースが重要と考える。例えば、ホーム

レス対策では、ホームレスの指標などのデータを見て、地方自治体と共にデザインをしたところ、イノ

ベーション基金から資金を獲得することができ、政策も比較的うまくいった。エビデンスを用い、協力

するための知識を共有し、ともにデザインをして、協働ができた。 

政府はデータサイエンスに取組むよう言っているが、適切なデータを提供していない。技術は進んで

も往々にして、政策が後れを取りがちである。データサイエンスのパートナーシップでは、データ倫理

枠組を政府のために作成している（Data Science Ethical Framework29）。主な原則は、政府におけるデ

ータは、できるだけ介入は最小限に留めるとか、ロバストなデータサイエンスモデルを作るなどである。 

ただ、政府はデータの標準化などは行わない。特に重要な事項を除いては、地方に対して何をすると

いうことはない。どのような標準を設定できるかは、いろいろなレベルがあり、標準を設定しすぎると

イノベーションが生まれない。バランスを取る必要がある。 

4.2.7. 生産性向上について 

Google ドキュメントで、公務員の働き方が変わった。皆が同時に書き込むことができ、すぐにシェア

をすることができる。今回省庁で紙を見かけることはなかったかと思う。既に紙ベースのものはない。

技術のおかげで生産性が上がり、オフィスにいる必要はない。したがって、情報にアクセスできること

が重要である。全部オンラインで公開しているため、会議スライドも検索して下さい、という。 

  
                             
28 http://www.wearefuturegov.com/ (2017/10/14 アクセス) 
29 https://www.gov.uk/government/publications/data-science-ethical-framework (2017/10/14 アクセス) 

ポリシー・ラボと協働する代表的企業 Uscreates にも訪問（次頁参照） 
右から共同創設者・クック氏、ｼﾆｱｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ・ベイリー氏、2017/7/20 
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ポリシー・ラボ×Uscreates 

「ジョイント・ヘルス・アット・ワーク・ユニット」 

英国では、精神やその他の疾病・障害による長期失業が問題となっている。労働年金省（DWP）は、

彼らの職場復帰を妨げる原因を考え、実際に人々の自宅訪問調査をし、コ・デザインとプロトタイプ

を、様々なデザイン手法で行った。いろいろなアイデアが出た中で、過去の職歴や情報が含まれ、病

院だけでなく職業案内所にも持っていける「ワークパスポート」を作った。ユーザーは、各行政窓口

で同じ情報を何度も提出する必要がない利点があり、デジタルパスポートのため各省庁や職業案内

所、病院にも同じ情報を共有することができる。最大の成果は、労働年金省（DWP）と保険省（DH）

との初のジョイント・チームである。予算も確保し、共同で就業支援政策のイノベーションに取組む。

Uscreates 

ヘルスケア専門サービスデザイン企業（2005 年設立）。利用者の視点に立ち、効率性と社会的イン

パクトをもたらす課題解決を提案。 

Uscreates デジタル byデザイン原則 

① 何をするにしても人を中心に置き、人にとって意味があることは何かを考える 

② サービスを継続的に管理し、改善する 

③ 生きたシステムをデザインする 

④ プロトタイプを迅速にテスト 

⑤ データとストーリー両方でデザインする 

⑥ 測定可能な成果に集中する 

⑦ デジタル変革に必要なスキルと組織文化の構築を支援する 

⑧ 全てのプロジェクトに関して、他業界からの着想を得る。医療プロジェクトでも、例えばホスピ

タリティー業界、観光業界ではどうやっているのか。 

出典：Uscreates 提供資料 
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4.3. 教育省(DfE)「ジェンダー・ペイ・ギャップ・レポーティングサービス」30 

 
教育省で通常執務しているオープンスペースにて、実際にチームで使用したホワイトボードで説明するプランケット氏 

（事業概要）教育省におけるデジタルプロジェクトで、企業別の賃金の男女差をオープンデータ化する試み。 
アジャイル・プロジェクトメソドロジーに基づき、取り組んでいる。 
https://www.gov.uk/government/news/department-for-education-reports-gender-pay-gap 

（対 応 者）ジェンダー・ペイ・ギャップ・レポーティングサービス プロジェクトマネジャー 
  Alan Plunkett（民間コンサル企業役員） 

4.3.1. ジェンダー・ペイ・ギャップ・プロジェクトの背景 

英国では今、男女の賃金格差が社会的問題となっており、ちょうど BBC が公表した賃金格差が報道さ

れ、問題となっている31。当サービスは、実態の透明性を高めよう、ということで立ち上がり32、何を以

て透明性というかについて、ステークホルダーとの対話が生まれた。そして、このサービスの目的は何

か、顧客は誰か。これについてたくさんの議論を行った。顧客は全ての男女である。仕事に就いていな

くても、男女格差についての現実を理解することで、就職の際に役立つものとなる。最終的なユーザー

は一般の人たちで、その中間にいるのが企業になる。短期的には、近い将来、企業側、特に執行役員の

レベル、人事部が顧客となる。そういう人々が給与計算をしてデータを入れるためだ。ただ、企業幹部

には男女格差が非常に大きいことが分かっていて、そのことについてどうするのか考えてもらいたい。 

                             
30 日時：2017 年 7 月 20 日(木)14 時-15 時 30 分 
31 BBC Reveals Stars' Salaries--And Gender Pay Gap, 

https://www.forbes.com/sites/maddieberg/2017/07/19/at-bbc-men-and-chris-evans-earn-the-most/#5a5891f729f8 

（2017/10/12 アクセス） 
32教育省の大臣は平等も担当しているため当省で行っているが、平等に関して関心を持っている省なら担当できることになっている。 
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ただ現状は、データをみると、ほとんどの人は「えっ？」と反応する。データの意味が分からないし、

ベースラインもない。IT産業では何が期待値なのかも分からないし、トレンドもない状態である33。 

4.3.2. 開発フェーズ 

発見（6 週間） 

３フェーズあり、最初は発見段階。6 週間の短期集中でユーザーと話をしてニーズを聞く。そうするこ

とで早くデリバリーができ、それから改善をしていく。これがこの国の政策に関する新たな手法である。 

アルファ（7～8 週間） 

プロトタイプをユーザー（一般の人）に見せ、「これ、どう思う？あなたのニーズに合っていますか」

と聞く。このアルファの最終段階に、MVP(Minimum Viable Product)、最低限認められるようなレベルの

プロダクトをつくる。 

ベータ（10 週間） 

この段階では、システムをつくっていく。非常に短い期間で、あまり時間をかけない。というのは、

やり過ぎてしまうから。やり過ぎずに、ユーザーが本当に欲しいのが理解できるのが、ベータである。 

 
                             
33 インタビュー直後、”DfE Awards2017”プロジェクトデリバリーエクセレンス賞、なかでも大臣表彰を受けた（2017 年 7 月 27 日）。 

Gender Pay Gap Data (https://gender-pay-gap.service.gov.uk/Viewing/search-results 2017/10/14 アクセス) 
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4.3.3. チームの構成 

9 人で構成している。9 人が最高人数といわれ、皆がフル稼働しているという状態が理想。各々が自己

管理するため、全体をまとめるのはなかなか難しいが、みんな集中して働いている。そしてできるだけ

当局の政策担当者と話をする。データをどのように解釈するかは非常に複雑で、話し合いは重要である。 

ベータに移るにつれ、コミュニケーション専門家が入り、サービスをローンチするにあたって、どの

ように行うのか、テレビなど広報はどうするのか。フェーズによって専門家メンバーが変わる。ただ、

ユーザーリサーチャーというのはどの段階にも関わる。二人在籍し、互いに相談して進める。経済の専

門家のビジネスアナリストもいる。フロントエンドのウェブデザイナーは、誰がウェブに何を置くか、

ナビゲーションはどうするか、キーワードは何にするのかを決める。デザイナーにはコンテンツ担当が

おり、ウェブサイト執筆に長けた人材が担う。コンテンツ担当は、ほとんど出版業界の経験者である。

開発担当者は、データベースやソフトが分かっている人で、システム言語が分かる。非常に優秀な人が

求められるが、見つけるのが難しいし、見つけたら取り入れて、逃げないようにすることが大切である。 

4.3.4. プロダクトオーナーとスクラムマスター 

私は元々建築業界、なかでも地震工学出身で、建物を建てたら、それで終わり。公共サービスでは全

く異なり、何かをつくった後、試して、改善する。それが継続的に続いていかなければならない。とい

うことで、私自身が仕事の働き方を変えなければいけなかった。スクラムで、一番大事なのは「プロダ

クトオーナー」で、ここでは当局の政策担当者である。ビジョンは何か、MVP は何か、経済的リスクやプ

ライオリティーについて責任を負う。次に大事なのは、私の役割「スクラムマスター」である。日々プ

ロジェクトを率いる。様々な専門性を持つチームを率いるのは難しい。そのため、話を聞き、何が起き

ているかを監督する。そして、協力していかなければならない。スクラムマスターの役割は、とにかく

物事が前に動いていくようになることである。人々の衝突を避けるようにやっていく必要がある。 

4.3.5. アジャイル開発の流れ 

スプリントプランニングとして、その週にやることを計画し、ホワイトボードに貼った付箋に書き込

まれる。達成目標も決めるが、それは分量ではなく、例えばプロトタイプをどうやってつくるのかなど。

可視化することが重要で、これは行政ではかなり難しい。可視化せずに、仕事を取り込もうとする人が

結構多い。開発者も例に漏れず、可視化することで、何かあれば聞ける、会話することが重要である。 

次に、デイリー・スタンド・アップ、基本的に毎日、立ち上がって各自最長 15分話す。そうすると活

発にオフラインでも会話ができるようになる。内容は、例えば昨日、私はこれをやったとか、これはま

だ進行中ですとか。それでホワイトボードのポストイットを次のフェーズに動かす。 

週の終わりにスプリントレビューを行う。常にショー・アンド・テル、見せて話すよう言っている。

それに対しチームがコメントをつける。最後にスプリント・レトロスペクティブ、全力疾走で反省する。

メンバー各自が、次のスプリントで改善したいことは何なのか、5分以内で話し、壁に貼り、ディスカッ

ションする。ここで大事だと気付かされたのは、テクニカルなことだけではなく、人間関係の問題であ

る。時に対立しないといけなかったり、うまくいかない場合もある。その場合は他の場所で話をする。

それを踏まえて、次にやりたいことを当該メンバーが選ぶこともできる。そして、スプリントプランニ

ングへ。これがサイクルである。 
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4.4. Nesta34 

（組織概要）1998 年に政府の下部機関として設立され、2012 年にチャリティー団体に変更した。宝くじによる基金規模は 3億 5千万￡。
従業員数は 180 人。 

（対 応 者）Jesper Christensen, Senior Programme Manager, Innovation Skills team 
公共サービスのイノベーション論者および実践者。公的課題解決の研究開発。前職ではデンマーク「マインドラボ」に在籍。同国雇

用省の社会的弱者支援事業に携わった後、各国政府や国際機関との協働プロジェクトを歴任。この間、公的セクターにおける人間中心

イノベーション実践について研究し、文化人類学の博士号を取得。2017 年より現職。 

4.4.1. イノベーション研究・実践のグローバル・ハブ 

Promote innovation and help ideas come to life（イノベ

ーションを促進し、アイデアの実現を支援）をスローガンに、

問題解決に向けて他者と共にアイデアを形にし、システム実装

することで、世界をよりよくすることをミッションとする。英

国の近年の経済成長はイノベーションに起因していることを

示し35、一貫してイノベーションと生産性の問題に取り組む。

グローバル・ハブとして、ツールやコンセプトを提唱。健康、

教育、政府、クリエイティブ、イノベーション政策の５つの分

野に注力し、実行支援に取組んでいる。 

個人や組織がよりよいイノベーターになるには、問題意識や実

践はもとより、個々人が身につけたスキルを組織能力として強化すること（キャパシティ・ビルディン

グ）が必要となる。そのコンテンツとしては、プラクティス・ガイドやエビデンス、オンラインのリソ

ースがあり、トレーニングは、ワークショップなどのほか、近年、新しい働き方の試行にも取組んでい

る。近年は、トレーニングを受けた人が実際にすぐに現場でその成果を役立たせられる仕組み

（in-practice training）に取り組む。なお、トレーニングは多くの場合、参加組織で行う。別の場所

でトレーニングした場合、職場に戻ると元のやり方に戻ってしまう。トレーニングを現場と乖離させず、

普段働いている環境の中で新たな働き方やコンセプトというのを見いだすことが重要である。 

図表 14 イノベーション・スキル ～問題意識、実践と個別スキルの共有、個から組織へ 

 
                             
34 日時：2017 年 7 月 17 日(月)10 時-12 時 
35 Nesta, Plan I, http://www.nesta.org.uk/sites/default/files/plan_i.pdf (2017/10/14 アクセス) 

出典：Nesta 提供資料 
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イノベーション・プラクティショナー（イノベーション実践者）は世界中に存在し、それぞれ新たな

ことに取り組んでいる一方で、組織の中で孤立している場合もある。「パブリック・イノベーション・コ

レクティブ」を通じ、イノベーション実践者にトレーニングを提供、実際に行動を起こせるよう支援す

る。地域のパートナーと組み、グローバル全体での知識共有を通じて支援していく。現在、オーストラ

リア、カナダ、南アフリカ、チリ、コロンビアなどの政府と協力しており、連携先を増やしていきたい。 

4.4.2. 公共イノベーションと問題解決にむけた組織力強化へ 

様々な国・地域・都市の、様々なレベルでの協力していく上で、下図のフレームワークを土台として

いる。イノベーションというと、一般に手法やツールの話が多いが、手法に力を入れすぎると「機能」、

すなわちどのような役割があるのか、どのようにプログラムを遂行していくのかが弱くなってしまう。

特にデザインに集中してしまうと、政策形成で弱くなってしまって、デザインはよくとも実行に移す際

に問題が出てくる。「手法」から「機能」への移行が非常に大事である。上の２つの象限は、文化や組織

能力と関連するもので、組織が求める能力・スキルを突き止め、現状とのギャップをいかに埋めていく

か、採用、教育、インセンティブ、行動特性等の政策と併せて考えていく。特に、いかにイノベーショ

ンにインセンティブを与えていくかは、重要である一方、現状欠落している。フレームワークを通じて、

いかに現場の人たちの考え方を変えていくか。ベストプラクティスを蓄積して貢献していきたい。 

問題解決に向けて、組織能力の改善とイノベーション文化の醸成、イノベーションを戦略的に進める

ことが不可欠である。これらにより、イノベーションチームやラボの機能を高めていかねばならない。

特にテストやパイロットなどの実験を迅速に行うことや、データの活用（ビッグデータからスモールデ

ータ、エスノグラフィーまで）、政策デザイン、市民とのつながりを再構築するためのオープン・ガバメ

ント、そして新しい意思決定プロセスとしても重要となる IT 活用能力が鍵となる。 

図表図表図表図表    15151515    公共イノベーションと問題解決公共イノベーションと問題解決公共イノベーションと問題解決公共イノベーションと問題解決のためののためののためののための組織組織組織組織能力能力能力能力向上に向けて向上に向けて向上に向けて向上に向けて    

 
出典：前掲書 
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4.4.2.1. イノベーションマインドセットおよび習慣（前出図表 15・左上象限） 

図表 16 公共サービスを考える上での原則 

イノベーションとは、指導者がいない「学

び」であり、各々が内省しながら進めるプロ

セスとなる。そこで左図の原則がある。「問題

⇔ソリューション」で、何が原因かを考え、

異なるレンズで問題を考える（リフレーミン

グ、再定義）。これがソリューションとつなが

るが、公共サービスではあまり用いられてい

ない。「事実⇔未来」で、未来について発想を

広げて想像する。反対側がエビデンス。エビ

デンスをベースにした政策立案が英国、ヨー

ロッパ、北米では課題になっている。「人々⇔

システム」で、人々をしっかり理解すること、

そしてニーズを理解すること、これがデザイ

ンリサーチ。反対側でシステム全体を考える。    

図表 17 実験・試行のコンティニュアム（連続体） 

そして、実験・試行において、探索、トラ

イアンドエラー、そして検証するということ。

最終段階では、コントロールグループを使っ

てテストを行うが、その前のプロセスを踏ま

えないと失敗に終わる。 

デンマークでも数年前、かなりの額の税金

を無駄にした。これはバリデートを早い段階

でやり過ぎたことが原因であった。探索、ト

ライアンドエラーもしっかりとやらなけれ

ばならない。これをやったらどうなるのか、

仮説を立てていく。 

例えば、どういう組み合わせで文化を変え

ていくのか。課題を分析して仮説を立ててい

くが、体系的にやり方を変えていくというこ

とを政府とともに考えていく。 

  

出典：前掲書 
 

出典：前掲書 
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4.4.2.2. イノベーション手法（前出図表 15・左下象限） 

イノベーション・スペースの中核はシステミックデザイン、デザイン思考、人間中心デザインなどで、

探索から検証まで密接に関わる。他に、人材、技術、知識、創造エリアがある。 

 

 

図表図表図表図表    18181818    公益に対するイノベーション・アプローチ公益に対するイノベーション・アプローチ公益に対するイノベーション・アプローチ公益に対するイノベーション・アプローチ    

 

 

  

出典：前掲書 
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図表 19 イノベーション・ラボ ～目的設定 

 

 

 

4.4.2.3. イノベーションの機能（前出図表 15・右下象限） 

イノベーション・ラボは各国で設立されているが、その目的によって取組みが異なる（上図参照）。 

ラボがどのような目的をもっているのか、認識を共有していくことが重要である。 

4.4.2.4. イノベーションの条件（前出図表 15・右上象限） 

次頁図は、イノベーションの実践、すなわち、まずは試して、どのように問題を解決していくか、試

験的にやってみることにおいて、必要となるコンピテンシーを示している。このフレームワークで重要

なのは、1人がこのスキル全てを持っているわけではなく、チームとしてこのようなスキルを持っている

ということである。チーム全体で、コンピテンシーを全てカバーすることを目指す。 

政府に何かをやらせようとするといろんな抵抗がある。まず人々を動かして実際に変化を起こさせる。

橋渡しをしていく、ステークホルダーとも協力をしていく。そして学びの加速化。新しいテクノロジー

を学ぶこと、デザインを学ぶことだけではありません。もっと幅広いポートフォリオと関連している。 

組織レディネスという意味での新しいツールと考えている。リーダーシップにおいて、もっと認識を

高める必要がある。これは非常に課題が多い、まだまだ改善が必要なエリアである。エストニア政府は、

非常に野心的で新たなコンピテンシー・フレームワークを導入したが、今はまだうまくいっていない。

時間をかけて、新たなやり方をテストしながら進めている。チリでは、政府全体でキャパシティを築い

ていくということで、「エクスペリメンタ」というプロジェクトである。国レベルと地方レベルの両方で

進めている。Face to Face のトレーニングとデザインにかなりフォーカスしている。オーストラリアの

ビクトリア政府は、政府全体にイノベーション・スキルをいかに広げていくかに取組んでいる。 

政府オペレーシ政府オペレーシ政府オペレーシ政府オペレーシ
ョンの変更ョンの変更ョンの変更ョンの変更    公共サービスシ公共サービスシ公共サービスシ公共サービスシ

ステムの変更ステムの変更ステムの変更ステムの変更    

出典：前掲書 
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図表図表図表図表    20    公共サービス公共サービス公共サービス公共サービス・イノベータ―の・イノベータ―の・イノベータ―の・イノベータ―のコンピテンシーコンピテンシーコンピテンシーコンピテンシー・フレームワーク・フレームワーク・フレームワーク・フレームワーク    

 

 

4.4.3. 今後の課題 

組織能力の強化における今後の課題は、各地で起こるムーブメントのようなものを、つなげて学んで

いくということ。キャパシティを強化していくということが重要になる。これは発展して、「アンバサダ

ー」が生まれる。それで違いを生み出すことができ、そこからまた広げていくことができる。 

また、イノベーターの社会的・組織的地位の問題がある。上級高官たちもイノベーションには興味を

持っており、彼らをうまくつなげられると、役割として強いものになっていく。ただ、対外的な人間関

係をうまく築いていかなければならず、それによってやっと動きが始まる。そのためには、普通の方法

だが、まずは「キャパシティ・ビルディングプログラム」としてトレーニングを実施する。官僚は義務

としてコースを１年間受講し、職場に戻る。あるいは、自発的に受講する。このようなことを通じてイ

ノベーター―を育成し、適切なコーホートを育成していくことが必要である。 

 

 

出典：前掲書 
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4.5. ラフバラ大学デザインイノベーション研究所36 

（組織概要）ロンドン郊外ラフバラ設立のポリテクニックが起源（1909 年設立）。デザインエンジニア教育が盛んな英国における有
力大学で、2015 年にロンドン校を開設。当研究所の他、デジタルテクノロジー専攻など修士・博士課程がある。 

（対 応 者）Dr. Erik Bohemia, Programme Director, Institute for Design Innovation 

専門はデザイン教育。異なる組織や制度、学際的な研究開発プラットフォーム「グローバルスタジオ」を創設。分散
するデザインチームにおけるプロジェクト実習を通じ、学生を育成。卒業生は過去 10 年で 850 名に上る。 

Dr. Ida Telalbasic, Lecturer 

4.5.1. 設立の背景 

当研究所があるロンドン校は、2012 年ロンドン・オリンピックのレガシーが残る当地域（HereEast）・

クィーン・エリザベス・パークに 2015 年、開設された。世界有数のクリエイティブ都市であるロンドン

に進出することで、企業との実践を重視したプログラムが可能になることに加え、HereEast のコミュニ

ティ再生を目指す。Here East は、貧困地域であったが、オリンピック後、約 1 万人が移住し、BT Sport

などの企業により合計約 100 億ポンドがこの地域に投資された。スタートアップも大手企業もこの地域

に拠点を置いており、ラフバラ大学はそれをつなげる役割を担っている。 

4.5.2. サービスデザイン・ジャムについて 

 48 時間で世界を変えよう、をテーマに、世界のいろいろな街で開催している。トピックを与え、例え

ば金曜日の午後 5 時にジャムが始まり、ブレーンストーミングをする。どのような関心があるのか。そ

れに関する方法があり、チームが一つになって、これは割と自由なスタイルで行う。講義や宿題などで

はなく、オープンで自由で楽しいやり方、創造性が刺激される、楽しめるような雰囲気をつくり出す。

そこで知らない人とも協力してできるようになっている。そして日曜日の午後 3 時にネットにアップロ

ードされ、シェアされる。実際は事前の準備が大切で、３，４ヵ月かけて綿密に調整を行う。 

GovJam はサービスデザイン・ジャムの政府版で、生徒と企業、市民を一つにして、同様に 48 時間でア

ジャイルにジャムセッションを行う。ドイツが取り入れているようなオープン・ガバメントのプラット

フォームと関連していて、透明性があるプラットフォームで、市民の声を聞くことができる。スウェー

デン・マルメ発祥の市民参加型で地域デザインを行う「リビングラボ」という取組みにも近い。 

  
                             
36 日時：2017 年 7 月 19 日(水)10 時-11 時 30 分 

キャンパス風景(図書館) 
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4.6. オックスフォード・インターネット研究所（OII）37 

  

ブライト博士（リサーチフェロー、政治学）           ヘイル博士（データサイエンティスト） 

（組織概要）オックスフォード大学に 2001 年設立。個別・集団・制度レベルのインターネット上の行動研究。産業界・政策担当者のエ

ンゲージメントの下、政治学・経済学・教育学・地理学・社会学・コミュニケーション・法学分野の学際的な研究者が参画。

産業界や学識、実務専門家とのネットワークを形成。中小企業による新たな市場形成、デジタル経済政策、産業界および大

企業に対する提案に取組む。 

(プロジェクト概要 "Data Science in Local Government") 

https://www.oii.ox.ac.uk/research/projects/data-science-in-local-government/ 

∙ 自治体のスマートシティ施策においては、データサイエンス、とりわけ機会学習など最新技術と、行政内部のデータに加え、サード

パーティが提供するデータを活用することで市民ニーズに合ったサービスを提供することができる。 

∙ 先行事例として、リヨンは Strava によるサイクリングアプリ、カーディフは Vodafone のデータで交通混雑の解消、ロンドンはオイ

スターカードで地下鉄の最適化に取組む。 

∙ 高価なセンサー設備に頼ることなくスマートシティを実現できるため、特に中小規模の自治体での展開が期待される。一方、サード

パーティ提供のデータがベースとなることから、自治体によっては関心が低い。自治体の政策過程にどのような変化をもたらしてい

るのか、実態把握と分析を行う。 

（対 応 者） Dr. Jonathan Bright, Research Fellow 

Dr. Scott Hale, Data Scientist 

4.6.1. スマートシティ第 2の波「サードパーティ・データ」 

スマートシティの最初の波は、センサー、すなわち IoT であった。センサー駆動型都市は、既に世界

の大都市で幾つか実現し、シンガポール、ドバイ、ロサンゼルス、ロンドンなどは資金もありテストも

可能だが、世界全体には広がっていない。そもそもの目的やコスト面で、壁にぶつかっている。そこで

注目しているのがスマートシティの第 2 の波として、他の目的で生成されたデータ（サードパーティデ

ータ）の活用である。センサーを設置して自らデータをつくる代わりに、既存データ、さらにいうと第

三者のデータ（サードパーティ・データ）を使う。携帯電話、ソーシャルメディア、交通機関、エネル

ギーなど、いろいろな企業のデータを再利用して別の目的、すなわち都市利用する。このアプローチは、

既存のデータを使用するため、コストを抑えられるという利点のほか、民主的でもある。世論はセンサ

                             
37 日時：2017 年 7 月 19 日(水)15 時-16 時 30 分 
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ーでは得られないが、ソーシャルメディアを使って把握することができる。また、データには一定規模

が必要だが、この方法であれば、小さな街や中ぐらいの街でも実装できる。 

当研究はこのスマートシティの第 2 の波を見て、サードパーティ・データの活用にどのような可能性

があるのかを検討している。さらに、政府にどのように組み込んでいくのか。ソーシャルメディアにお

いて、交通のパターンから、政策実装に対する障壁も見ていく。 

4.6.2. データのオーナーシップについて 

データを共有するときに、オーナーがシェアする意図がないといけない。英国ではプライバシーやデ

ータ保護が非常に厳しく、制限が多いため、データの再利用に関して非常に厳しい状況である。そのた

め、安全にデータの共有をする方策について取り組まれている。さらに、データのオーナーシップにつ

いて、実際に誰とシェアをするのかを管理する必要があるが、これが非常に難しい。ソーシャルメディ

アではデータは集めやすいが、合意の有無という面では、倫理的にグレーな部分にある。 

哲学者による倫理面を踏まえた意見では、公益のためであれば、「人々は献血のようにデータを寄付で

きる」と言う。しかし献血に対価を払うと、逆に献血をする人が減ってしまう、すなわち公益目的を失

うとデータを提供する人は減るという。ツイッターのハンドルネームは既に公開されているし、フェイ

スブックに投稿している情報も同様である。その情報にアクセスする許可をもらえると、フェイスブッ

クで何が起きているかを研究できる。しかし法律上は、データの作成者がデータのオーナーとなってい

る。人々がこのプロセスに関与してもらい、データを寄付してもらうのが一つの考え方である。 

4.6.3. オープンデータについて 

情報の自由が法律で認められており、理論的には市民が要求すれば情報を入手できる。実際には制限

があり、セキュリティーや知的財産権のような問題もある。オープンデータもかなり進んでおり、市民

が要求しなくても既に公開されている。オープンデータは、常に誰かデータを使う人がいるのか、そし

てそれは重要なことか、という議論があったが、オープンデータが実際に一般市民に活用されるかは問

題ではなく、政府のデータがオープンであることが重要であるという「原則」（Principle）であるとい

うことである。data.gov.uk において、オープンデータの 80％は全然ダウンロードされていない。同様

のことが世界中で起っているが、そもそもの期待度があまり現実的でないということが多い。 

オープンデータの活用においては、問題から始める取組みが進んでいる。「フィックス・マイ・ストリ

ート」（私の通りを直してくれ）は、道路が壊れているとか自分の道路で問題があったらそれを報告でき

るというシステムで、そういう報告があったら、どんな問題があるのか地方自治体が調べる。 

 一方で、オープンデータ化が進まない、共有されないという問題がある場合、トップダウンで強制的

に実施しなければ進まない。さらに、アメリカでは「オープンデータ・エバンジェリスト」がおり、い

わば宗教の改宗をするというような考え方で、費用便益で訴えるのではなく、宗教のようにオープンデ

ータを信じるように改宗するような人をつくらないといけないという。それによって、オープンデータ

化しないことが恥ずかしいことだと思うことも含めてである。オープンカルチャーにはメリットがある

が、実際に進めるのは難しい。データ保護の EU指令と関連して、EUとしては一層進まない状況となる。 
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 かねてより、政府はデータをつくり、人々の身分を保障していた。銀行にはパスポートを持っていく。

今は政府と銀行が一つになってきているところがある。そこで政府がプラットフォームになれるのかど

うか、それはいいことなのかどうか。欧州ではいろいろな伝統があり、特に東欧は政府を全く信用せず、

民間セクターを信用する。フランスのような国ではその反対で、政府が自分たちを守ってくれると思っ

ている。政府が全ての可能な限りのデータを持つことがいいことだと考えるかどうかは、国によって異

なる。民間も政府も信用しないということもある。文化に深く根付いた問題である。 

4.6.4. スマートシティをめぐる課題 

 スマートシティの最近の事例では、スマートパーキング（駐車）がある。どこに駐車すればいいか、

リアルタイムで情報を追い、ルートを決めることもできる。これは市当局のデータだけではない。廃棄

物やリサイクリングでは、ごみ箱にセンサーを付けてごみの重さを量り、どこで廃棄物が多いか少ない

かが分かる。ニューヨークでは、「メイヤーズ・オフィス・データ・アナリシス」で、例えば健康と関係

してレストランを検査するプロセスに取り組んだ。データ・サイエンティストが何日間あるいは何週間、

職員をシャドーイングし、対策を考える。 

 しかし、スマートシティを巡る大勢としては、世界中の多くの都市が試行錯誤している段階で、成功

例を挙げるのは難しい。資金が潤沢な都市はマーケティングにも投資しているためである。英国は財政

的に厳しく、地方政府の予算が大幅に削減されている。関心を高めたくても、資金が足りなくて何もで

きない状況である。なかでも、それぞれの地域で使えるテンプレートがあるかどうか。理論的には、地

方政府みんな同じウェブサイトがよい。実際は異なるウェブサイトで、それをいかにファシリテーショ

ンできるのか、アイデアをいかに広げていけるのか。また、優秀な人材を公共部門にとどまらせるのは

非常に難しい。地方政府ではなおさらであり、彼らがうまく会話をできる機会があるとよい。オープン

データに対するコミットメントも大切で、アプリをつくる際、データのアップデートを保証するエコシ

ステムが必要である。 

 新しいテクノロジーは生活を便利にするため、人々の関心は高い。しかしだからといって、人々がテ

クノロジーに対し、敢えて行動を起こすことには繋がらない。そしてスキルのある人材を探すのも難し

い。例えばモバイルのプラットフォームやインターネット企業が自社データを政府に販売しようとして

も、政府のほうがそのデータをプロセスできない。そのため企業は、分析結果やそのインサイトを政策

立案者に販売することを考える。そこまでのレベルが必要で、ボタン一つ押すだけという状態ではない。

なぜ政府が自分たちでプロセスできないのか、データの提供もしながらクライアントでもあるというの

はおかしいのではないか。そこで、政府は、GDS を通じ、入札によってつくられたシステムは標準化準拠

であるということ、すなわちどの企業でも維持できるということを進めている。 

 イノベーションの文化をつくっていくということが大事である。イノベーションとは常に成功すると

は限らないので、特に英国では難しかった。うまくいっている例があっても、無駄遣いと報道されてし

まう。一方、地方政府はあまり報道されないので、逆に勇気を持って新しいことを始められるかもしれ

ない。その動きを支える担い手（ファシリテータ）としては、非政府機関の mySociety が「ガバメント・

ペティション・プラットフォーム」を設立し、サービスをスケール化した。アラン・タリンインスティ

テュートや OII もそのような役割を担おうとしている。 



42 

5. IT 企業の視点から 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
techUK 訪問風景（左から 公共セクター担当・ドライバー氏、澤谷教授、奥山氏） 

英国におけるサービスデザインとは、予算の無い中央政府省庁と改革をしなくてはいけない地方政

府、そして仕事の無いテック産業の三者が持たざる者同士が結託して互いの長所を活かし、新たな価

値を生んでいくためのビジネス思考である。 

○ techUK には英国 IT企業約 3000 社中 950 社以上、従業員数にして約 70 万人が加盟している（日本

の同規模の IT企業従業員総数は 45万人）。techUK のような､IT 企業の起業支援から、従業員の技

術向上研修、政府入札のフォローなどを通じて、国益、人々の利益、そして業界利益のために､技

術の開発と使用に関する正しい決定がなされるよう支援する団体は日本には無いのではないか。 

○ 政府で活躍する民間出身のＩＴ技術者は、報酬のインセンティブよりは、仕事が面白いからやって

いるように見受けられた。そして、自由にやれる楽しさとチームを動かす権限を掌握していた。ま

た、リアルなコミュニケーション作りを重要視し、コミュニケーションの雰囲気作りに注力してい

る。開発関係者も多国籍にわたる。英語が共通語であることは非常な強みである。 

○ 日本においてアジャイル型技術者を育成するには、コアを定め優先度を見定める力を身に付けさせ

なければならない。仔細な枝的処理に囚われず根幹の処理を見切る力が必要である。細かい処理の

対処を個別に考えるとシステム全体が見えない。重要点はどういうイベントがあって、それをどう

処理するかの判断ブロック生成、そしてそのイベントをどう処理するかであろう。呼び出すサブル

ーチンの順番を記載したテーブル、つまりルールブックである。そしてこのルールブックを常に最

新化していかないと「レガシーシステムは仕様書がないからブラックボックスだ」と言われる事と

同じ事が将来アジャイル方式でも起こりうると考える。 

日本オーエー研究所 代表取締役社長 奥山宏昭
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デザイン思考の重要性は日本でも認識されつつあり、2017 年 5月 30 日の閣議決定「世界最先端 IT

国家創造宣言・官民データ活用推進基本計画」においても“サービスデザイン思考に基づく業務改革

（BPR）の推進”を行うと明記された。サービス改革の重点分野を設定し取り組むことが示されたが、

実現には課題も多いと考えられる。従来のやり方、発想にとらわれることなくオープンな政策形成を実

現するためにはどうしたら良いか、そのための方策を以下に示す。 

○ 横断的・機動的な体制作りの必要性 

日本においてもポリシー・ラボのような横断的・機動的な組織を政府内に設置し、オープンに議論し、

そもそもの課題設定から検討できる体制が必要である。今でも横断的な組織は様々なレベルで多数存在

しているが、短期的な成果（結論までに半年～9カ月程度）を期待される傾向が極めて強く、顕在化し

ている課題のみを議論しがちである。また、自ら地方自治体等に足を運び実態把握を行うなど DfE のデ

ジタルプロジェクトにおける取組も大いに参考すべきである。 

○ 適任者のアサイン 

上記のような制約に加え、小さな失敗も許されない組織風土がある。民間人も含めてコラボレーショ

ン、マネジメントできるリーダーの存在が不可欠で、当初から民間人を多く参画させ、公務員と同等（場

合によっては同等以上）の権限を与える必要がある。公務員の側も、民間の考え方をうまく吸収、適応

できる若手を抜擢するのが良い。Nesta では、デンマークのマインドラボからスタッフを招致していた。

国家レベルに限らず、このような知見のある民間団体とも連携することで迅速に取り組めるのではない

か。今回訪問した英国政府や大学・企業は、どこも連携の大切さを説いていたのが印象的である。 

○ 調達ルールの見直し 

政府情報システムの構築・見直しにおいては、少額案件でも前年度に予算化し、国会承認を得て、翌

年度に執行されるという時間が掛かるプロセスが必要である。基本的に予算の増減が許されないばかり

か、途中での内容変更は認められない。早い段階で仕様等を確定させることが難しい情報システム調達

において課題となっている。 

今では、政府情報システムについては、政府 CIO の下、府省計 1,000 以上あるシステムの現状とこの

先の複数年計画を既に詳細に把握できるようになっており、透明性は高くなっていると言える。無理に

従来の調達ルールを当てはめるのではなく、“情報システム整備にかかる予算枠”として一元管理する

形式に変更し（財務省は事後的に検証）、執行段階で柔軟な見直しが迅速にできるようにし、デザイン

思考に適したルールに変えることが必要である。中長期的にはデジタル調達庁の創設も検討すべきであ

る。 

○ 国と地方を通じたシステム化の取組 

英国でも、デジタル・ガバメントを実現するためのサービスの選択は地方団体に委ねられている。財

政的に余裕のあるロンドン自治区での取り組みが多く、そうでない地域は対応できない実態がある。日

本でも、良いデジタルサービスがあってもごく一部の団体で、部分的なサービスしか採用されず、その

ため普及しづらく、時間とともに利用環境（ソフトウェアのバージョン等）の制限が生じ、民間サービ

スからはさらに遅れを取り、相対的に利便性が低下し、“使いづらいデジタルサービス”が増加してし

まう。 

今後、デザイン思考に真剣に取り組むのであれば、地域の特性に合わせていくつかの市町村をデジタ

ル・ガバメント特区として指定して集中的に取り組み、国民にとって本当に利便性の高いデジタルサー

ビスを丸ごと提供し、体験してもらうことが必要ではないか。そこまでしなければ、一つの政策実現に

非常に時間が掛かるこの国で、世界に先行することは無いように思う。 

フューチャーアーキテクト 執行役員 エンタープライズビジネスグループ 清水 剛
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6. コーディネーター紹介 

澤谷 由里子 

東京工科大学大学院 バイオ・情報メディア研究科 教授 

国際ＩＴ財団 理事 

【2.および 3.1 担当】 

 

7. 執筆者紹介 

 

 

奥山 宏昭                                                                                                            

日本オーエー研究所 代表取締役社長  

【5 担当】 

 

 

 

清水 剛                                                                                                            

フューチャーアーキテクト 執行役員 エンタープライズビジネスグループ 

【5 担当】 

 

 

 

野村 敦子                                                                                                               

日本総合研究所 調査部主任研究員 

【3.2 および 3.3 担当】 

 

 

増田 睦子 

行政情報システム研究所 調査普及部 研究員 

【4.1 担当】 

 

 

 

齋藤 奈保  

国際ＩＴ財団  事務局長  

【企画運営・編集および 4.2～4.6 担当】                                                                                                          
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巻末資料 

調査の実施に当たり、以下の日程でワークショップを開催した。 

回次・日程 テーマ 

【第 1回】 
2017 年 6月 19 日（月） 

○ 基調講演：「サービスデザインとは」 
  当プログラム・コーディネーター 
  東京工科大学大学院 バイオ・情報メディア研究科 教授 

    澤谷由里子氏 
○ 調査実施概要説明 

【第 2回】 
2017 年 7月 7日(金) 

○ 講演：「サービスデザインによる公共サービスのイノベーション」 
  慶應義塾大学経済学部 教授  
  Service Design Network 日本支部共同代表 武山政直氏 

○ 調査実施概要説明（最終調整状況）、質問項目についての意見交換等 
 

【第 3回】 
2017 年 8月 22 日(火) 

○ 個別発表 

○ 報告書案についてのディスカッション、意見交換 
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