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区分 タイトル 所　属 執筆者 掲  載
月 頁

特　
　
　
　
　
　
　

集

オープンガバメントの新しい取り組み

能動的市民民主主義を支えるオープンガバメントの将来 東京大学公共政策大学院 奥村　裕一

H26.4

2

国内外の動向と今後のオープンガバメント 国際大学 庄司　昌彦 9

テクノロジーを活用した行政サービス効率化と市民参画のイノベーション ㈱ソーシャルカンパニー 市川　裕康 14

藤沢市市民電子会議室にみるオープンガバメントの学びと可能性 ㈵地域魅力 田中　美乃里 21

海外電子政府事情

デンマークの電子政府推進体制 北欧研究所／コペンハーゲ
ンIT大学 安岡　美佳

6

2

オーストラリア政府、英国政府におけるCIO体制 ㈱NTTデータ 9

シェアードサービスカナダに見るITインフラサービスの統合と変革への課題 東京大学公共政策大学院 奥村　裕一 14

韓国電子政府の支援組織としてのNIA 韓国情報化振興院 李　貞娥 23

電子行政新戦略の推進状況と将来展望

電子行政新戦略推進における課題と政府への提言
新戦略推進専門調査会電子行政分
科会／国立社会保障・人口問題研
究所／中央社会保険医療協議会

森田　朗

8

2

世界最先端IT国家創造宣言における電子行政推進の取組と今
後の課題

内閣官房情報通信技術（IT）
総合戦略室 大西　一禎 8

電子行政の抜本的な改革に向けた基盤整備とサービス改革 内閣官房情報通信技術（IT）
総合戦略室 平本　健二 13

行政情報システムの改革と政府におけるITガバナンスの強化 内閣官房情報通信技術（IT）
総合戦略室 長谷川　和人 19

サイバーセキュリティ

我が国におけるサイバーセキュリティ推進体制の機能強化について 内閣官房情報セキュリティセンター 三角　育生

10

2

「政府機関における情報セキュリティ対策のための統一基準群」の改定 内閣官房情報セキュリティセンター 横田　孝弘 8

重要インフラの情報セキュリティ対策に係る第3次行動計画について 総務省情報通信国際戦略局（前 内
閣官房情報セキュリティセンター） 山内　智生 16

情報セキュリティの概要と分析 （独）情報処理推進機構 花村　憲一 23

原点に返って情報セキュリティを考える （一社）日本スマートフォン
セキュリティ協会 西本　逸郎 31

2014年度データ漏洩／侵害調査報告書を紐解く ベライゾンジャパン合 佐藤　功陛 37

行政の高度化を支える技術

ビッグデータ処理技術と活用技術
㈱NTTデータ
㈱NTTデータ数理システム
中央大学

横川　雅聡
中川　慶一郎
生田目　崇

12

2

多様化する行政サービスチャネルとモバイル・デバイスを中
心とした技術動向 日本アイ･ビー･エム㈱

岡部　隆一
鈴木　幹
南　大介

10

Web技術最新動向 日本マイクロソフト㈱ 物江　修 17

オンラインサービスにおける個人認証 日立製作所 鬼頭　哲郎
林　　直樹 25

※執筆者の所属は掲載号当時
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区分 タイトル 所　属 執筆者 掲  載
月 頁

特
　
集

行政システムの海外展開

インフラシステム輸出戦略について 内閣官房副長官補室 小澤　仁

H27.2

2

戦略的なインフラ・システムの海外展開に向けて （一社）日本経済団体連合会
／日本電気㈱ 矢野　薫 8

日本型通関システムの海外展開について 財務省関税局 田中　秀治 14

ICT分野における国際展開の取組 総務省情報通信国際戦略局 濱元　宏子
佐藤　多恵 18

防災先進国としての経験・技術を活用した海外展開の促進 国土交通省総合政策局 小浪　尊宏 23

「政府情報システムのクラウド化」という考え方の諸外国へ
の適応可能性について 総務省行政管理局 橋本　敏 30

ト
ピ
ッ
ク
ス

オープンデータからソーシャルイノベーションへ ㈱公共イノベーション 川島　宏一
H26.4
28

新たに策定された「創造的IT人材育成方針」 内閣官房IT総合戦略室 宮沢　修二 36

ITSが創る新たな社会と取り組みの方向性 （特）ITS Japan 天野　肇

6

28

「オンライン手続の利便性向上に向けた改善方針」（平成26年
4月1日CIO連絡会議決定）の決定について 総務省行政管理局 千葉　博 34

21世紀の読み・書き・そろばんを担う FabLabKamakura, LLC 渡辺　ゆうか 38

オープンデータの経済効果：推計と政策評価 （非）コモンスフィア／国際
大学 渡辺　智暁

8

24

行政・政治・市民参画に関するデジタルトレンドの今を知る
イベント、パーソナル・デモクラシー・フォーラム（PDF）
参加レポート

㈱ソーシャルカンパニー 市川　裕康 29

平成25年度調査報告「米国電子政府政策の便益（ベネフィッ
ト）評価報告に関する調査研究」概要

（一社）行政情報システム研
究所 34

パーソナルデータの利活用に関する制度改正大綱について 内閣官房情報通信技術（IT）
総合戦略室 瓜生　和久

10

44

ID連携トラストフレームワークの構築と普及 経済産業省CIO補佐官　 満塩　尚史 49

行政文書の電子化と一元的管理保存に向けた動向と課題 神戸大学大学院 米丸　恒治 56

統計におけるオープンデータの利用拡大に向けた取組 総務省統計局 中原　和郎
永井　恵子

12

32

データシティ鯖江＆JK課プロジェクト 鯖江市 橋本　和久
牧田　泰一 39

ユーザーの感性や気持ちを数値化しエビデンスに基づくデザ
インを実現

千葉大学大学院／㈱BB 
STONEデザイン心理学研
究所

日比野　治雄 44

女子セブンズ日本代表のチームづくりに活躍するIT 女子セブンズ日本代表 浅見　敬子
宮崎　善幸 49

「政府情報システムの整備及び管理に関する標準ガイドライ
ン」の概要について 総務省行政管理局 木村　優子

H27.2

36

「第48回ICA会議年次総会」における各国の電子政府動向 総務省行政管理局 横江　宏文 43

サイバーセキュリティ基本法の解説 国立情報学研究所 岡村　久道 48

「第4回CIO補佐官養成講座」開催報告 （一社）行政情報システム研究所 55
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区分 タイトル 所　属 執筆者 掲  載
月 頁

連　

載　

企　

画

民間企業におけるICT活用事例

⑥人々や社会のための「課題解決エンジン」でありたい ヤフー㈱ 別所　直哉 H26.4 46

⑦大切なのは技術よりもサービスの視点 ㈱アイスタイル 渡辺　繁幸 6 44

⑧「24時間パルコ」成功の鍵はリアルとバーチャルの融合 ㈱パルコ 林　直孝 8 38

⑨変化に合わせてルールを変える目的の棚卸から始まる業務改善 ㈱ディー・エヌ・エー 村上　淳 10 62

⑩全社フルクラウド化への軌跡と勘所 大和ハウス工業㈱ 加藤　恭滋 12 56

⑪経営への貢献に自らドライブをかけていく 日産自動車㈱ 木附　敏 H27.2 60

行政情報化新時代

⑳超高齢社会を裏方として支えるICT
国際大学 庄司　昌彦

8 52

㉒シェアエコノミーに行政はどう関わればよいか 12 70

⑲ビッグデータからマイクロ・ターゲティングの時代へ

杏林大学 木暮　健太郎

6 65

㉑国連による電子政府調査（2014年版） 10 81

㉓若年層のネット利用 H27.2 70

電子行政イノベーション

⑬オープンデータにおけるイノベーション推進策

㈱NTTデータ

高木　聡一郎 H26.4 51

⑭米国におけるオープンデータポリシーへの取り組み状況 6 61

⑮米国「Data Accountability and Transparency Act」の動向について 岡田　和也
高木　聡一郎 8 48

⑰「情報セキュリティ」から「サイバーセキュリティ」へ 中山　亮 12 65

⑱社会保障・税番号制度における民間利用 山田　英二 H27.2 65

⑯日本における「シビックテック」のパワフルな胎動 ㈱NTTデータ経営研究所 大林　勇人 10 77

韓国電子政府・電子自治体事情

⑬国民が利用しやすい電子政府統合体系（政府横断型EA）の導入
安全行政部

ファン・イニ H26.4 55

⑭政府3.0ビジョンの発表以降の、国民のための大変化の始まり キム・サンジン 8 57

⑮職員が協力し、市民と対話する予算執行管理システム 論山市 パク・ホヨン 12 74

創造性とは何か─電子政府と創造性─

①創造性の意義と創造性の持つ二面性

㈱富士通総研 榎並　利博

H26.6 49

②創造性のメカニズムとイノベーションへの展開 10 66

③創造性のマネジメントと電子政府・人工知能の将来 H27.2 80

地方公共団体におけるITガバナンス強化の実践

①岐阜県における情報化推進の変遷

岐阜県 田中　義孝

H26.4 40

②情報システム導入における最適化の手法 6 55

③ITガバナンスを支えるIT資産台帳 8 43

④情報システム部門業務継続計画（ICT–BCP） 10 72

⑤情報セキュリティ対策 12 60

⑥地理空間情報の活用 H27.2 74
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区分 タイトル 所　属 執筆者 掲  載
月 頁

連　
　
　
　
　
　
　
　

載

会員コーナー（第21 ～ 26回）

第21回　ICTが支える国土強靭化 ㈱NTTデータ H26.4 60

第22回　 未来を見据えた公共サービスの提供　いかに行政は
そのサービスを転換していくか？ アクセンチュア㈱ 宇佐見　潮 6 68

第23回　高齢者を皆で支えあう社会へ、ICTで貢献 富士通㈱ 8 62

第24回　最先端機械学習技術によるデータ活用 日本電気㈱ 10 84

第25回　IoE時代のスマートシティの構築 シスコシステムズ（合） 髙山　利彦 12 78

第26回　IT部門のコア業務を強化するアウトソーシング 新日鉄住金ソリューションズ㈱ H27.2 86

最新事情から探る電子行政の行方（第6 ～ 11回）

第6回　インターネットを十分に活用した選挙運動へ

MBR コンサルティング 牟田　学

H26.4 66

第7回　 行政からのお知らせも電子データで、世界の電子私
書箱サービス事情 6 72

第8回　機械化がもたらす公務員の仕事の変化 8 66

第9回　EUの電子政府調査で評価される本当の実力国とは 10 88

第10回　電子政府先進国に見る法人ポータルのあり方 12 82

第11回　「ねんきんネット」に見る、電子政府サービスの課題 H27.2 90

政治・経済を見つめて（第351 ～ 356回）

第351回　舛添東京都政への期待と不安

東京新聞 宇治　敏彦

H26.4 64

第352回　中国の「ネット社会」はいま 6 74

第353回　「１億人」維持に秘策はあるか 8 68

第354回　民主主義の真価問われる「新冷戦」 10 90

第355回　未年における3つの懸念材料 12 84

第356回　「岡田民主党」の出番はどこに H27.2 92

今月のキーワード

No.67　ビッグデータ
伊藤忠テクノソリューショ
ンズ㈱ 関口　忠

H26.4 27

No.69　SDN 8 61

No.71　動的防御 12 31

No.68　災害時通信

黒澤　和人

6 76

No.70　Wi-Fi ／無線LAN 10 43

No.72　スマートデバイス H27.2 94

エッセイ

世界の街角から　その24

小野寺憲三

H26.4 59

世界の街角から　その25 8 70

世界の街角から　その26 12 55

地方の魅力、自然の誘惑　その22

群馬大学 稲葉　清毅

6 77

地方の魅力、自然の誘惑　その23 10 61

地方の魅力、自然の誘惑　その24 H27.2 95

そ
の
他

IAIS INFORMATION H26.4 ～ H27.2

『行政&情報システム』記事・執筆者の総索引 H27.2 96


