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『行政&情報システム』記事・執筆者の総索引
平成27（2015）年4～12月（第51巻2～6号）・平成28（2015）年2月（第52巻1号）刊行

区分 タイトル 所　属 執筆者 掲  載
月 頁

※執筆者の所属は掲載号当時

特　
　
　
　
　
　
　

集

オープンガバメントの推進に向けて
オープンガバメントの本格化に向けて 東京大学公共政策大学院 奥村　裕一

H27.4

2
ちばレポ（ちば市民協働レポート） 千葉市 金親　芳彦 8
横浜市における「オープンガバメント」の展開 横浜市 関口　昌幸 15

オープンガバメント推進団体による先進自治体との協働事例 （一社）コード・フォー・ジ
ャパン 関　治之 20

オープンガバメントがもたらす行政改革と新しい行政サービス 国際大学グローバル・コミュニケ
ーション・センター（GLOCOM） 庄司　昌彦 26

諸外国の電子行政の状況
デジタルガバメントのグローバルリーダー・英国の新たな挑戦 在英国日本国大使館 折田　裕幸

6

2

デンマーク行政サービスのデジタル化
デンマーク工科大学／北欧
研究所
デンマーク電子化庁／エス
トニア・タリン工科大学

安岡　美佳
モータン・メ
イヤホフ＝ニ
ールセン

10

韓国政府の新ビジョン 韓国情報化振興院（NIA） 李　貞娥 17

米国政府における電子行政サービスの提供 （一社）行政情報システム研
究所 松岡　清志 22

最新テクノロジーと近未来の電子政府
デジタル・ビジネスの時代 アクセンチュア㈱ 宇佐見　潮

8

2
ビッグデータと最新の分析テクノロジーによる近未来の電子
政府 日本マイクロソフト㈱ 田丸　健三郎 8

クラウド時代の医療ICT ㈱三菱総合研究所 前田　由美 14

行政の事務・事業におけるセンサー技術活用の可能性 （一社）行政情報システム研
究所 髙島　秀紀 21

新IT戦略に基づく電子政府の推進
世界最先端IT国家創造宣言の改定について 総務省 行政管理局 大西　一禎

10

2
政府情報システム改革に向けた取組の進捗状況 内閣官房 政府CIO補佐官 長谷川　和人 8

新たなオープンデータの展開に向けて 内閣官房 情報通信技術
（IT）総合戦略室 犬童　周作 13

行政サービスの改革にむけた新たな取組 内閣官房 政府CIO上席補佐官 平本　健二 19
サイバーセキュリティとパーソナルデータ

新たな「サイバーセキュリティ戦略」について 内閣官房 内閣サイバーセキ
ュリティセンター（NISC） 三角　育生

12

2

サイバーセキュリティと情報漏えい対策 情報セキュリティ大学院大学 後藤　厚宏
森　滋男 8

安全・安心な社会を実現するための社会基盤を提供する
データセンター業界の取り組み

（特非）日本データセンター
協会／セコム㈱ 水戸　和 14

個人情報の保護に関する法律（個人情報保護法）の改正について 経済産業省 商務情報政策局 瓜生　和久 21
社会・技術の変化とパーソナルデータ 明治大学 菊池　浩明 27
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区分 タイトル 所　属 執筆者 掲  載
月 頁

特　
　

集

マイナンバー制度の利活用と今後の展望
インタビュー：マイナンバー制度は社会課題を解決するプラットフォーム 内閣府 大臣補佐官　 福田　峰之

H28.2

2
利活用と今後の展望①　マイナポータルの概要と利活用 内閣官房 社会保障改革担当室 保谷　太一郎 9
利活用と今後の展望②　個人番号カード 総務省 自治行政局 内海　隆明 14

利活用と今後の展望③　法人番号の公表機能 国税庁 長官官房企画課 小野　和人
齋藤　保人 22

利活用と今後の展望④　法人番号の民間利用 ㈱東京商工リサーチ 田中　智子 30

ト
ピ
ッ
ク
ス

公開から活用へ ㈱三菱総合研究所 村上　文洋

H27.4

32

ICT＆デザインで女性が21世紀のイノベーションをリードする
国際大学グローバル・コミ
ュニケーション・センター

（GLOCOM）
砂田　薫 36

ファブラボの可能性 （公財）ハイパーネットワ
ーク社会研究所

会津　泉
工藤　賢
中内　美晶
豊住　大輔

42

デジタル・ビジネス時代の到来 ガートナー マーク・ラス
キーノ

6

30

グローバル対応を求められるプロジェクトマネジメントの
動向と人材育成 （一社）PMI日本支部 田坂　真一 37

病院におけるビッグデータの利活用と将来展望 広島赤十字・原爆病院 島川　龍載 42
第10回「仮想政府セミナー」報告 東京大学公共政策大学院 奥村　裕一 48

「行政イノベーション」に向けて 総務省 行政管理局 勝本　大二朗

8

26
日本政府初のMOOC講座「社会人のためのデータサイエンス入門」の開講 総務省 統計局 永井　恵子 31
戦略イノベーションにおける非連続性と連続性 一橋大学大学院 楠木　建 35

米国における行政運営 （一社） 行政情報システム研
究所 松岡　清志 40

文字の架け橋 縮退マップ （独）情報処理推進機構
（IPA） 田代　秀一

10

26

行政における知的ロボットの活用と将来性 ソフトバンク㈱／ソフトバ
ンクロボティクス㈱ 中山　五輪男 33

行政・政治・市民参画に関するテクノロジーのあり方を
考えるイベント「パーソナル・デモクラシー・フォーラム

（PDF）」参加レポート
マカイラ㈱ 藤井　宏一郎 39

シャドーエコノミーに対する高度分析歳入システムの米国、
英国の事例

SAS Institute Inc.
SAS Institute Japan㈱

ジェローム・
ブリシニック
阿部　浩也

44

平成26年度調査研究「欧州主要国の電子政府推進実態の
調査研究」概要

（一社）行政情報システム
研究所 松岡　清志 52

「第49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 中川　誠司

12

36
平成27年国勢調査におけるオンライン調査の全国展開に向けた取り組み 総務省統計局 田中　久睦 40
韓国の電子政府の展開 韓国情報化振興院 （NIA） 李　貞娥 47

「忘れられる権利」をめぐる日米欧の議論状況 東京大学大学院 成原　慧 54
イノベーションと共に創生進化するソフトウェア SAPジャパン㈱ 佐宗　龍 59
21世紀を代表するインフラ「 オープンデータ」 ㈱jig.jp 福野　泰介

H28.2

38
オープンデータを活用した歩行者移動支援サービスの展開に向けて 国土交通省 総合政策局 松田　和香 43
国家公務員のワークスタイルを変える霞が関オフィス改革 総務省 行政管理局 加藤　彰浩 51

情報セキュリティマネジメント人材の育成・確保に向けて

（独）情報処理推進機構（IPA） 山城　宗久

57（独）情報処理推進機構（IPA）
内閣官房 政府CIO補佐官
東京工業大学

岩丸　良明
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区分 タイトル 所　属 執筆者 掲  載
月 頁

連　

載　

企　

画

「資源」としてのデータを考える

①データドリブン：IT戦略の改定に向けて

㈱三菱総合研究所 村上　文洋

H27.6 52

② 大きく変わる行政サービス：キーワードは「予測・予防」「マ
スから個」「民間サービス」 10 65

③データの重要性に気づく H28.2 70

スマートパブリックの実現：利便性の高い電子行政サービスを目指して

①IODD2015からの気づき

㈱アスコエパートナーズ 安井　秀行

H27.4 48

②行政データの構造化 6 61

③国・自治体Webサイトにおける生産性改革 8 50

④マイナンバーの次に来るもの（前編） 10 69

⑤マイナンバーの次に来るもの（後編） 12 70

⑥（最終回）ユニバーサルメニュー構築のポイント H28.2 73

社会価値デザインとIT

①システム思考から見えてくるもの
慶應義塾大学 早田　吉伸

H27.4 55

②デザイン思考から見えてくるもの 8 60

③協働プラットフォームが生み出す価値 12 80

民間企業におけるICT活用事例

⑫経営戦略にITを活かし「お客さま第一」の基本理念を実現 イオンリテール㈱ 森永　和也 H27.4 59

⑬経営ビジョンとITを重ね合わせる 鹿島建設㈱ 渡邉　克彦 6 56

⑭スピードと挑戦を大切に経営に直結するIT部門を目指す ㈱西武ホールディングス 前川　芳範 8 46

⑮「WASEDA VISION 150」を支えるICT 早稲田大学 酒井　哲也
大前　研二 10 60

⑯ データ活用と手を抜かない酒造りで「美味しい日本酒」と
いう新たな市場を拓く 旭酒造㈱ 桜井　博志 12 66

⑰ 全面クラウド化で短期間かつ計画的にITをレベルアップ、
さらなる飛躍へ ㈱バルス 桑田　和紀

忽那　一賢 H28.2 66

行政情報化新時代

㉕「分人・複属」と電子行政
国際大学 庄司　昌彦

H27.8 55

㉗情報公開制度とオープンデータ 12 76

㉔市民協働の新しいスタイル
杏林大学 木暮　健太郎

6 68

㉖マイナンバー制とビッグデータの未来 10 75

㉘選挙権引き下げと選挙啓発の課題 H28.2 78

電子行政イノベーション

⑲「ロンドン2012」デジタルオリンピックと人材活用に学ぶ
㈱NTTデータ

H27.4 63

⑳規制改革とICT 冨　哲也 8 64

㉑グローバルなビジネスを展開するオランダの農業 12 84

連　

載

会員コーナー（第27 ～ 32回）

第27回　 SNS（ソーシャル・ネットワーキング・サービス）
活用におけるリスク

㈱富士通マーケティング
㈱富士通マーケティング・
エージェント

H27.4 68

第28回　暮らしを豊かにするオープンデータへの取り組み ㈱日立システムズ 6 72
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区分 タイトル 所　属 執筆者 掲  載
月 頁

連　
　
　
　
　
　
　
　

載

第29回　公務員の働き方（ワークスタイル）変革の実現 日本マイクロソフト㈱ 田島　定尚 8 70

第30回　クラウドサービスへの潮流 日本オラクル㈱ 澤内　真人 10 78

第31回　IoT（Internet of Things）の可能性と適用への現実解 ㈱コア 12 90

第32回　グローバルにおけるデジタルガバメントの潮流 デロイト トーマツ コンサ
ルティング（合） 森　修一 H28.2 82

最新事情から探る電子行政の行方（第12 ～ 17回）

第12回　「再利用」で作る電子政府へ

MBR コンサルティング 牟田　学

H27.4 72

第13回　データガバナンスから考える次世代の電子政府 6 76

第14回　 海外先進国に学ぶ、「医療情報・患者ポータル」の
あり方 8 74

第15回　 次世代の電子政府に欠かせない「追跡機能（トレー
サビリティ）」とは 10 82

第16回　住民視点で考えるマイナンバー制度の情報漏洩問題 12 94

第17回　日本の未来を支える電子政府とは H28.2 86

政治・経済を見つめて（第357 ～ 362回）

第357回　ピケティ理論とアベノミクス

東京新聞 宇治　敏彦

H27.4 74

第358回　中国の新戦略と日本の対応 6 78

第359回　新安保法制と今後の日本外交 8 76

第360回　「領土」問題とどう向き合うか 10 84

第361回　「新アベノミクス」の問題点 12 96

第362回　タブーやアキレス腱の解決策 H28.2 88

今月のキーワード

SOC
伊藤忠テクノソリューショ
ンズ㈱ 関口　忠

H27.4 76

ログ 8 69

山の日 12 35

フィンガープリント
白鴎大学 黒澤　和人

6 51

アクティブ・ラーニング 10 86

BOK（知識体系） H28.2 37

エッセイ

世界の街角から　その27

小野寺憲三

H27.4 77

世界の街角から　その28 8 78

世界の街角から　その29 12 89

「グローバル人材」の育成とは
政策研究大学院大学 堀江　正弘

6 71

リ－・クアンユーとシンガポール 10 87

中国はどういう国か、どう付き合うか、私の経験から考える H28.2 65

そ
の
他

IAIS INFORMATION H27.4 ～ H28.2
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