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『行政&情報システム』記事・執筆者の総索引
平成23（2011）年2～12月（第47巻1～6号）・
平成24（2012）年2月（第48巻1号）刊行

区分 タイトル 所　属 執筆者 掲  載
月 頁

特　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

集

仮想化とシステム管理
仮想化技術 ㈳行政情報システム研究所 磯沼　茂実

H23.2

6
仮想化と最新技術動向Ⅰ ㈳行政情報システム研究所 髙島　秀紀 12
仮想化と最新技術動向Ⅱ ㈳行政情報システム研究所 坪内　敏宏 20
仮想化環境における運用管理 ㈳行政情報システム研究所 内田　和紀 28
共通番号制度に関する最近の動向
社会保障・税に関わる番号制度の検討状況について 内閣官房社会保障改革担当室 藤井　將人

4

6
共通番号制度と税務の活用 中央大学／東京財団 森信　茂樹 12
共通番号制度とプライバシー・個人情報保護に関する法的課題 筑波大学大学院 石井　夏生利 17

海外における国民番号の活用事例とその課題 ㈵東アジア国際ビジネス支援セン
ター／リサーチネットワーク㈱ 安達　和夫 23

政府情報システム改革の方向性
政府情報システム改革検討会における提言について 総務省行政管理局 山田　高行

6

6
IT投資管理について ㈱三菱総合研究所 村上　文洋 11
行政機関におけるITガバナンスのフレームワーク 総務省行政管理局 座間　敏如 16
海外における政府情報システムの動向 東京大学公共政策大学院 奥村　裕一 22
大災害と情報システム
大災害、情報システム、そしてCIO 一橋大学／国際CIO学会 神岡　太郎

8

6
災害情報の現場からみた、大災害と行政情報システムの在り方 ㈱レスキューナウ危機管理研究所 市川　啓一 13
災害時の情報コミュニケーションと行政機関の取組み 経済産業省商務情報政策局 原田　絵梨 19

東日本大震災における被災地に対する情報支援 （独）防災科学技術研究所 長坂　俊成
田口　仁 24

海外事例紹介：災害対応を支援するシステム 米国IBM 32
政府におけるITガバナンス
電子行政推進に関する基本方針にかかる提言 東京大学 森田　朗

10

8
政府におけるIT ガバナンスの確立・強化に向けて 総務省行政管理局 大西　一禎 13
最適化計画の源泉をたどる 東京大学公共政策大学院 奥村　裕一 17
電子政府の価値最大化に向けたIT投資管理 ㈳行政情報システム研究所 田村　暢大 24
情報システム開発最前線
行政における情報システム開発の現状と課題 経済産業省 平本　健二

12
6

米国連邦政府における情報システム開発の現状と動向 ㈱NTTデータ 中山　亮 15
作らない開発への取り組みとその効果 ㈱アイ・ティ・フロンティア 福嶋　進太郎 22
電子行政の世界的動向
英国政府の最新動向 ㈳行政情報システム研究所 田村　暢大

H24.2

6
米国政府の最新動向 ㈳行政情報システム研究所 田村　暢大 14
世界の電子政府における最新動向 ㈱富士通総研 榎並　利博 20
世界の潮流：オープンデータ 佐賀県 川島　宏一 26

デンマークの電子行政推進における体制と戦略 国際大学
庄司　昌彦
猪狩　典子
砂田　薫

31

第45回ICA会議の概要 総務省行政管理局 座間　敏如 37

ト
ピ
ッ
ク
ス

自治体の情報システムとコア・コンピタンス 情報セキュリティ大学院大
学／東京都立科学技術大学 島田　達巳

H23.2
34

ニュージーランドにおけるGovernment2.0の取り組み ㈳行政情報システム研究所 松岡　清志 41
第6回電子政府・オンライン申請体験フェア開催報告 ㈳行政情報システム研究所 47
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区分 タイトル 所　属 執筆者 掲  載
月 頁

ト
ピ
ッ
ク
ス

第7回早稲田大学「電子政府世界ランキング2011」 早稲田大学 小尾　敏夫
4
30

2010韓・中・日地域情報化セミナー ㈳行政情報システム研究所 澳塩　英彰 35
平成22年度行政情報化セミナー開催報告 ㈳行政情報システム研究所 40
ドイツDe-Mailサービス法の成立 神戸大学大学院 米丸　恒治

6
30

韓国のスマート電子政府（SMART Gov）推進計画 韓国情報化振興院 （NIA） 李　貞娥 36
大震災からの復興に向けた行政と情報システムのあり方 ㈱富士通総研 榎並　利博 43
「クラウドサービス利用のための情報セキュリティマネジメ
ントガイドライン」について 経済産業省商務情報政策局 佐藤　明男

8

38

近頃の若者の激変と行政情報システムの在り方 ㈱博報堂 原田　曜平 44
プログラムマネジメント、リスクマネジメント、コミュニ
ケーションの向上に関するアクションステップの紹介 ㈳行政情報システム研究所 田村　暢大 50

公共サービスにおけるBPOの新潮流 アクセンチュア㈱ 吉竹　正樹

10

32
「しがらみ」を断ち切り、「活力」がほとばしる電子行政 ㈱富士通総研 榎並　利博 40
ICT補助金等事業の適正化に向けた取り組みと、
ICT調達の問題点 郷原総合法律事務所／総務省 佐藤　督 46

「みんなでつくるご当地アプリ」のできるまで 京都府京田辺市経済環境部 坂本　健二 52
行政情報の「わかりやすさ」を客観化する 広報コンサルタント／放送大学大学院 小田　順子

12

30
外字問題解決に向けて文字情報基盤を公開 経済産業省 平本　健二 37
韓国におけるクラウド・コンピューティングへの取り組み 韓国情報化振興院 （NIA） 李　貞娥 41
2010年度調査研究概要『多角的情報を活用した政策形成
─人文・社会科学分野を中心として─』 ㈳行政情報システム研究所 松岡　清志 47

他国の取り組みをいかに参照、適用すべきか ㈳行政情報システム研究所 松岡　清志
H24.2
46

「第2回CIO補佐官養成講座」開催報告 ㈳行政情報システム研究所 51

連  

載  

企  

画

行政情報システム部門の取り組み
⑥ 政府全体で利用する情報システムを着実に整備、
運用して効率化と行政パフォーマンスの向上に寄与 総務省行政管理局 H23.2 52

⑦日本の未来をつくる「統計」に尽して（最終回） 総務省統計局 4 48
ICT時代の行政情報政策
⑥米国政府の資本プログラミングガイド（最終回） 東京大学公共政策大学院 奥村　裕一 H23.2 56
電子政府推進に向けて
⑥ 地域情報プラットフォーム標準仕様の現状と
今後の課題（最終回） ㈱富士通総研 里見　菜生子 H23.2 62

現場自治体から考える情報政策
⑥自治体行政サービスとCIOのガバナンス（最終回） 甲府市役所企画部 土屋　光秋 H23.2 70
行政における情報セキュリティ対策と人材育成及び活用
⑤情報セキュリティ人材に必要な知識（最終回） （ISC）2Japan 衣川　俊章 H23.2 76
海外の電子政府事情
⑫韓国におけるネット選挙の現状

㈱NTTデータ

H23.2 78
⑬中国における教育情報化に関する動向 4 62
⑭欧州における視聴覚メディア産業の振興政策 6 60
⑮タイの観光政策の変遷と最新動向について 8 67
⑯ 中東諸国のインフラ構築におけるドイツICT関連企業の進出状況 10 66
⑰ オランダにおける動物・植物検疫の
自動検疫システムと国際標準化の取組み 12 63

⑱中国ITSの現状と今後の展望 H24.2 64
韓国電子政府・電子自治体事情
④IT Governanceのフレームワークと適用事例 韓国地域情報開発院 キム・ジンテ 4 65
⑤ 情報の中へ ITイシュー SNSを利用した
公共機関のコミュニケーション活性化 ケイティハイテル社（KTH） キム・オクキョン 8 71

⑥情報化政策：国家情報化EA第二段階基本計画 行政安全部 ファン・イニ 12 67
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連  

載  

企  

画

行政情報化新時代
①ネットワークとしてのガバナンス

国際大学 庄司　昌彦
4 52

③番号制度の目的論を整理する 8 58
⑤政府保有データの有効活用を考える 12 54
②行政情報化の新しい課題

杏林大学 木暮　健太郎
6 50

④ガバナンスと行政情報化の再検討 10 58
⑥行政情報化の変化と今後の展望 H24.2 56
現場から考える電子行政の姿
①情報部門の計画策定と確実な実施について

甲府市役所企画部 土屋　光秋

4 56
②システム品質保証の仕組とフレームワーク 6 54
③システム調達の7つの誤解 8 61
④全体最適化と機能するBCP 10 61
⑤先進都市のICT活用とモチベーション 12 58
⑥自治体情報部門の活性化に向けて（最終回） H24.2 59

連　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

載

会員コーナー（第4～10回）
第4回　 ITの社会基盤（インフラ）化、インフラのIT化を

目指すIBMの「Smarter Cities（スマートな都市）と
クラウド・コンピューティング」

日本アイ・ビー・エム㈱ H23.2 82

第5回　事例から見る企業のクラウド活用とNECの取り組み 日本電気㈱ 4 72
第6回　 行政の情報システムの更なる効率化を実現する

日立グループのクラウドソリューション
㈱日立製作所／㈱日立情報
システムズ 6 64

第7回　緊急搬送を支えるIT技術 沖電機工業㈱ 8 76
第8回　 オープンガバメントと行政機関の

パブリック・クラウド活用 日本マイクロソフト㈱ 10 70

第9回　次世代のクラウドサービスを目指して 新日鉄ソリューション㈱ 12 72
第10回　 システム全体最適化の実現モデルと計画/実行マネジメント ㈱JSOL H24.2 70
政治・経済を見つめて（第332～ 338回）
第332回　「日米同盟」の今日的意味

東京新聞 宇治　敏彦

H23.2 86
第333回　どこまで続く「河村旋風」 4 76
第334回　東日本大震災の前と後 6 72
第335回　菅直人氏とは何者だったのか 8 84
第336回　日本の天王山は2年後の衆参同日選か 10 78
第337回　「一票の格差」是正を急ごう 12 80
第338回　ユーロ危機から学ぶ「日本問題」 H24.2 74
システム化のコツ（第184～ 190回）
第184回　『失敗』の必然性と『成功』の偶然性

㈱マロネイト
㈱ジェーエヌエル
㈱日本ビジネス・システムズ

岡崎　宏行

H23.2 88
第185回　『保証期間』で差別化できる『日本のモノ創り力』 4 78
第186回　『2社購買から2地域購買』へ 6 74
第187回　ビジネスプランを成功させる為の5STEP 8 86
第188回　 マニュアル化し難いものにこそビジネスチャンスがある 10 80
第189回　『一流』を味わう事の意義 12 82
第190回　ここまで来ている『One to one』の薦め H24.2 76
文書と記録のはざまで（第65～71回）
第65回　情報管理の二律背反

ARMA東京支部 小谷　允志

H23.2 92
第66回　社会的責任の国際標準ISO26000 4 82
第67回　東日本大震災と記録の役割 6 78
第68回　ビジネス・アーカイブズの国際シンポジウム 8 90
第69回　なぜ電子メールの管理規則が必要なのか 10 84
第70回　沖縄密約文書開示訴訟の控訴審判決 12 86
第71回　米国国立公文書館館長会見記 H24.2 80

区分 タイトル 所　属 執筆者 掲  載
月 頁
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連　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

載

知的資源マネジメントのすすめ（第49回）
第49回　その107、その108（最終回） 知的資源マネジメント・コンサルタント 小林　史彦 H23.2 94
ビジネスコミュニケーション（第1～6回）
第1回　1～ 4

知的資源マネジメント・コンサルタント 小林　史彦

4 84
第2回　5～１0 6 80
第3回　11 ～ 14　 8 92
第4回　15 ～ 18 10 86
第5回　19 ～ 22 12 88
第6回　23 ～ 26 H24.2 82
ユーザのためのプロジェクト管理（第6回）
第6回　スケジュール管理（最終回） ㈱エクスカリバー 手島　和夫 H23.2 96
“銀の弾丸”を探して（第1～6回）
第1回　上流工程の重要性

㈱エクスカリバー 手島　和夫

4 86
第2回　オブジェクト指向への期待 6 68
第3回  開発プロセスの日米差 8 80
第4回　既製品利用による「生産性」向上 10 74
第5回　設計変更 12 76
第6回　“銀の弾丸”への道 H24.2 84
今月のキーワード
仮想化技術

黒澤　和人

H23.2 33
次世代ICT 6 49
Web解析 10 88
ワンタイムパスワード H24.2 45
モデル昨今

高濱　忠彦
4 47

電子本 8 37
師走の風 12 29
エッセイ
地方の魅力、自然の誘惑　その12

群馬大学 稲葉　清毅

H23.2 99
地方の魅力、自然の誘惑　その13 6 83
地方の魅力、自然の誘惑　その14 10 89
地方の魅力、自然の誘惑　その15 H24.2 69
世界の街角から　その15

小野寺憲三
4 71

世界の街角から　その16 8 57
世界の街角から　その17 12 71

巻　
　
　

頭

巻頭言「民間ITシステムから考える」
第6回　 組織全体の中での自分たちの位置を総合的に

精査すれば、進むべき道は見えてくる ㈱フジテレビジョン 和賀井　隆 H23.2 2

第7回　サッカーの司令塔の様に ライオン㈱ 馬場　純夫 4 2
第8回　 経営トップの意志が動かすIT武装による

ビジネス刷新 ㈱三菱東京UFJ銀行 村林　聡 6 2

第9回　業務と情報システムを変革する経営判断 ㈱NTTドコモ 西川　清二 8 2
第10回  本質を見極める　 ㈱双日 赤司　一郎 10 2
第11回　HOWではなくWHATを考える ㈱リコー 石野　普之 12 2
第12回　経営に寄与しグローバル化するIT部門 ㈱資生堂 提箸　眞賜 H24.2 2

そ
の
他

IAIS INFORMATION H23.2～H24.2

『行政&情報システム』記事・執筆者の総索引 H23.2 100
H24.2 88

区分 タイトル 所　属 執筆者 掲  載
月 頁
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