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１．事業概要



事業目的
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• 令和元年５月にデジタル手続法が成立し、わが国でもデジタルガバメントの取組による行政サー
ビスのデジタル化を通じた利便性向上、より良質な政策立案とその実施が急務となっている。こ
れを効果的・効率的に進めるためには、海外も含めた優良事例を把握し参考としながら、自らの
取組に活かしていくことが重要である。

• 経済産業省では平成３０年７月にデジタル・トランスフォーメーション室を設置し、事業者向け
行政サービスのデジタル化を推進してきたところである。この取組を進めるに当たり、これまでも先
進的な諸外国のデジタルガバメントの取組につい て調査を行っており、「 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 」
https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H28FY/000454.pdf を実施したほか、
諸外国の視察を通じてその優良事例を学び、経済産業省のデジタルガバメントの取組に活かし
てきた。

• 一方で諸外国のデジタルガバメントの取組もテクノロジーの進化により加速しており、主要なデジ
タルガバメント先進国の現時点での取組を、一覧性をもって把握することが必要となっている。

• 係る観点から、本事業では、 諸外国のデジタル ガバメントに関する取組について、海外政府の
担当者へのインタビュー 等を通じた実態調査を行う。

本事業は、我が国デジタルガバメントの取組を効果的・効率的に進めるために、主要なデジタルガバメント先進国
の現時点での取組を、一覧性をもって把握することを目的とする。

https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H28FY/000454.pdf


事業内容
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(1)デジタルガバメントに関する
法制度・行政内ルール・規制の
在り方

(2)デジタルガバメントに関する
システムアーキテクチャーの在り
方

(3)基本データ
（Baseregistry）に関する事
項

(4)政府の調達手法に関する
事項

(5)行政における先進事例の調
査

• ①各国における基本データ（Baseregistry）の概念の有無と、その内容・含まれるデータの類型
・種類、②住民基本データ、法人基本データ、土地・不動産基本データの管理主体等、③それぞ
れの基本データへの市民のアクセス方法について、調査・整理を行う

• ①デジタルガバメントに関連する法制度の概要、②ＡＩ 利活用と倫理に関する整理の動向、③
デジタル時代における法策定プロセス改革の動向、について調査・整理を行う。

• ①デジタルガバメントに関するシステムアーキテクチャーの概要、②アーキテクチャー上「共通機能」と
位置づけられる機能に関する事柄、③ユーザー認証（認証方式、リスク分析手法、リスク分析結
果の共有方法等）、について調査・整理を行う。

• ①行政における先進技術の導入事例、②行政におけるサービスデザインの導入事例、③データを
利活用した規制に関する事例、の３つの視点について各3～4事例、合計10事例を目途に調査
対象国の取組のうち、以下の視点で先進的な取組を収集・調査し、取りまとめる。また、ＰｏＣ
段階 実運用段階など、各国における導入段階が明確に分かるようにする。

• ①アジャイル型開発プロジェクトの調達方法、②プロジェクト評価手法、③ＩＴ 調達に係る標準
日数、について調査・整理を行う

米国、英国、エストニア、シンガポール、中国、インド、デンマーク、韓国の計８か国のデジタルガバメント先進国を
対象に、 以下（（１）～(５）)の項目について文献および 担当者へのインタビュー等を通じて 調査を行う。
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２．全体総括（考察）



全体総括（考察）（1/4）

 各国デジタルガバメントの実態を比較すると、その進展度合いは、以下の３ポイントで類型化できる。

 ①：データ管理の一貫性・データ連携環境の整備状況

 ②：行政機関横断的な共通アーキテクチャーの採用状況

 ③：政府によるデジタルサービスの社会インフラとしての浸透度

 また、IT調達手法の先進的な取り組みについても、整理する。

① データ管理の一貫性・データ連携環境の整備状況

国による状況の違いは、「国の規模」「データの複雑性」「地方分権体制」「政府への信頼度」「国民のプライバシー意識の高さ」
と関係が深いことが分かった。
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• “国の規模”が小さい

• “地方分権改革”に取り組むなかで、自治体と中央
政府との独特のバランス関係を構築している。自治体
管理のデータについても、中央政府が介入。

• 州や省といった“地方政府の権限が強い”
• インド“政府への信頼度＊1”が高く、データ連携やデー

タ活用に対する国民の抵抗感が弱い

“データの一元管理”が進んでいる

（シンガポール、エストニア）

“Base Registry”の概念が明確

政府が主体となって、情報の信頼性を担保し、組織間の相互参照性を担保するため
の仕組み・データ連携基盤を整備している（デンマーク、韓国）

データの統合・連携が進みにくい

データ管理の一貫性・相互参照性を高めるためのデータ標準の策定を進めてい
る、あるいは、単にオープンデータカタログを公開している（米国、英国）

“実質的なBase Registry”を有している

データの信頼性について国が責任を持つのではなく、地方政府が管理しているデータを、
地方政府同士・中央政府との間で共有する仕組みを整備（中国、インド）

• ”プライバシー意識”が高い
• 国の制度が複雑で、制度や所管組織ごとの“データ

管理方法が千差万別”、”官民にデータが分散”

*1:米ピュー・リサーチ・センターによる調査で、38か国中インドは1位（85％と突出）、

データ管理の一貫性・データ連携環境の整備状況 国の特徴、政府の成り立ち



全体総括（考察）（２/4）
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• “国の規模”が小さい
• “政府主導”でアーキテクチャーを設計

• “民間主導”あるいは“密接な官民連携”
• 韓国は、 “外貨獲得”を目的にして、電子政府フレー

ムワークを輸出する狙いあり
• “地方分権改革”に取り組むなかで、自治体と中央政

府との独特のバランス関係を構築

階層化されたアーキテクチャーを前提にデジタルガバメント推進

CODEX、X-teeなど、データ層・サービス層を分離した立体的な階層構造
（シンガポール、エストニア）

民間技術を取り入れた共通機能を起点とした設計

民間のiSpiritがアーキテクチャーを設計。
Aadhaarが国全体に普及したことで、Aadhaarを軸としたサービスを順次開発。

データ層、サービス層といった立体構造ではない（インド）

都市単位で、民間の技術を活用しながらデジタルサービス開発。アーキテクチャーレベ
ルで政府全体の共通化は実現していないと想定（中国）

共通アーキテクチャーの採用にいたっていない

デジタル化推進組織がデジタルサービスを開発。トップダウンでデータ層・サービス層を分
類した階層構造が提唱されたこともあるが、採用にいたっていない（米国、英国）

“官民で連携して共通フレームワーク”を開発・維持運用

早くから官民連携で共通フレームワーク”を開発。中央政府が作ったシステムを地方政
府に利用させている（デンマーク、韓国）

• 各省庁・政府機関が持つ“レガシーシステムが重厚”
• 特定の民間企業との過度な連携を好まない

行政機関横断的な共通アーキテクチャーの採用状況 国の特徴、政府の成り立ち

② 行政機関横断的な共通アーキテクチャーの採用状況

国による状況の違いは、 「官民連携のレベル（民間主導/官主導含む）」「レガシーシステムの壁」「地方政府電子化の経
緯」と関係が深いことが分かった。

• 州や省といった“地方政府の権限が強い”
• “民間主導” あるいは“特定の民間技術の積極採

用”で、国民ニーズの強いサービスを開発



全体総括（考察）（３/4）
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• “電子政府”という範囲にとどまらず、“社会全体のデ
ジタル化”という観点から、国の在り方を含めた変
革に取り組んでいる。

社会のデジタライゼーションが進展
当たり前のものとしてeIDが普及。データ活用型の規制やスマートシティの取組など、

社会インフラとして政府のデジタルサービスが浸透している。
（シンガポール、エストニア）

政府によるデジタルサービスの開発・浸透は十分とはいえない
18FやGDSといったデジタルガバメントを推進する組織を設置したものの、

デザインやアジャイルといった手法が中心。リリースしたサービスの数、国民の利用度とい
う意味では他国に及ばない（米国、英国）

ブロックチェーンや生体認証といった新技術の導入に積極的

AI監視カメラによる治安対策、貿易や不動産分野におけるブロックチェーン活用、
デジタルコイン構想、生体認識による本人認証などに積極的に取り組む

（インド、韓国）

“自由度の高いデジタルサービス”の開発推進

民間のサービスを積極的に採用・取り込みながら、国民の権利を制限するようなものも
含めて、自由度の高いデジタル化を進めている。（中国）

民間の技術を取り入れながら、デジタル化を前提とした社会システムを構築しようとし
ている（デンマーク）

• “現行社会インフラにおける課題感”が大きい
• インドは、社会インフラ未整備の状況下におけるソリューシ

ョンとして、デジタルサービスへの期待が大きい。
• 韓国は、「住民登録番号」と「キオスク」という過去の政府

情報化インフラが陳腐化し、もう一度変革しようとするタイ
ミング

政府によるデジタルサービスの社会インフラとしての浸透度 国の特徴、政府の成り立ち

③ 政府によるデジタルサービスの社会インフラとしての浸透度

国による状況の違いは、 「社会のデジタライゼーションに向けて規制に切り込むか否か」「民間の技術・サービスの採用」「現行
社会インフラにおける課題感の大きさ」と関係が深いことが分かった。

• 民間の技術、サービスの積極採用
• デジタル化を前提とした社会システム変革

• 中国は、デジタルガバメントの推進に適合しない法制
度は、改変・撤廃を行うなど、“規制に切り込む”姿勢
が強い

• デンマークは、法制度のデジタル化原則、破壊的タスク
フォースなど、“規制に切り込む”姿勢が強い

• デジタルガバメント推進組織の権限が大きくなく、他省
庁の巻き込みや、規制への切り込みまで取り組めて
いない



全体総括（考察）（４/4）
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④ 新たなIT調達手法の取組状況

アジャイル型に特化したものに限らず、デジタルサービスの開発や効率的な政府システムの調達を目的として、各国で先進的
な取り組みがみられる。

プロジェクトパフォーマンスの
「電子ダッシュボード」で公開

ユーザテストや投資対効果
に基づくプロジェクト管理

重複投資の抑止

アジャイル開発における
ベンダー評価

• 「eTaal」ポータルでトランザクション数をリアルタイム公開 【インド】
• ITプロジェクトの「コスト、スケジュール、経済的利益、質的利益」が評価指標として、

表示される仕組み。 【デンマーク】
• パフォーマンスKPIが契約で定義され、運用実績データ（トランザクション数等）は

Webで公開 【英国】

• アジャイル成熟度モデル（AMM）を、サービスプロバイダのアジャイルに対する準備
状況と成熟度を評価するために活用 【シンガポール】

• 政府のアジャイルに関する認定資格を有する職員が評価。また、アジャイルベンダー
選定の際のベンダーへのインタビューの想定質問を公開 【米国】

• 国の情報システムを管理するシステム「RIHA」が構築され、重複する機能の政府シ
ステムの調達を徹底的に排除 【エストニア】

• EA登録の義務化により、重複開発を抑止し、機能・データ連携を促進 【韓国】

• 各省庁のデジタルサービス開発が、サービス開発標準に従っているかを評価するため
のアセスメントを実施し、アルファ、ベータ、ライブの開発フェーズの3段階ごとに合否を
判定 【英国】

• ITプロジェクトモデルに基づき、半年に1度評価を行い、継続・改良・中止の判断が
行われている 【デンマーク】

• 予算当局が、デジタルガバメントのパフォーマンス管理に関与 【韓国】

カテゴリ 取組状況
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米国
英国
エストニア
シンガポール
中国
インド
デンマーク
韓国
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３．各国の特徴



各国の特徴
＜米国＞

11

 FAEFなど、連邦政府全体のレファランスモデルやアーキテクチャーは幾つか存在はするが、運用は各省次第。モデ
ル自体の複雑性や、各省庁の業務の多様性などが原因で、全体には浸透していない。

 認証方式の機密レベルの決定木については、高度なアルゴリズムが存在している。ただし、試行段階であり、いろい
ろ試しているところ。したがって、他組織との分析結果の共有もしていない。

ア
ー
キ
テ
ク

チ
ャ
ー

基
本

デ
ー
タ

調
達
手
法

先
進
事
例

 中間選挙でのネット投票、不動産譲渡証書の履歴記録に関する実証など、ブロックチェーン活用の事例がある。

 ビッグデータ活用では、全国共通インフラとなっているGeoデータ基盤の活用例として、被災地の写真データに基づく被
害状況を査定し、救急／復旧リソースの割り当てる事例がある

 近代的なデジタルツールを迅速に調達する方法の概要を示した「TechFAR Handbook」を作成。

 ベンダーの評価では、経験、資格証明、アジャイル案件の実績が重要視される。経験を問うために、具体的なケース
を用いたプレゼン面接（Epicエクササイズ）が行われ、政府のアジャイルに関する認定資格を持つ職員が評価する。

 『プライバシー保護を目的とする諸法順守』を条件に、連邦政府省庁間・連邦政府と州の間では、覚書（MOU）
を交わすことでデータ共有が行われている

 Federal Data Strategy & Action Plan 2020のAction 18では、連邦政府のデータ管理の一貫性を確保す
る方針であり、政府省庁間のデータ交換のためのデータ標準作成に焦点。

 行政データ交換モデル（NIEM：NationalInformationExchangeModel)を推進。

法
制
度

 米国では「 21世紀統合デジタルエクスペリエンス法」が2018年12月に成立。政府のWebサイトやサービスのユーザ
体験を改善することが、すべての行政機関に義務付けられた。

米国は、連邦政府全体の参照モデルやアーキテクチャーは幾つか存在はするが、採用は各省次第。データ管理
の一貫性を確保するため、政府省庁間のデータ交換モデルを開発。ただし、プライバシー保護の観点から、デー
タ共有には覚書（MOU）が必要。アジャイル開発におけるベンダーの評価では、認定資格を持つ職員が評価



各国の特徴
＜英国＞
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 データ層とサービス層を分離したアーキテクチャーを志向するが、現時点で共通アーキテクチャーは採用されていない

 Gov. UK verify（認証）やGov.UK Notify（通知）など共通コンポーネントを開発し、民間企業の参入の推奨
と、地方自治体への提供が行われている。

 行政サービス担当者がGDSが用意したリスク評価フォームに記入することで、GDSがリスクを分析し、サービスに
適したLOA(保証レベル）を選択できるようになっている。

ア
ー
キ
テ
ク
チ
ャ
ー

基
本

デ
ー
タ

調
達
手

法

先
進
事

例
 内閣府内にRPAやオートメーションに関する横断的組織であるCentre of Excellence（COE） を設置

 マンチェスター市をはじめとする代表的なスマートシティの事例がある

 原則アジャイル型で開発。ユーザテストを繰り返して改善することを「デジタルサービス標準」で定めている。

 パフォーマンスKPIが契約で定義され、運用実績データ（トランザクション数等）はWebで公開。

 地理空間データを中心に、50以上のRegistryが公開されている。（その他は、GDSが管理するデータが多い）

 ただし、一般的に参照性の高い住民情報、法人情報、不動産情報について、統一的なデータとして整備されてい
ないと考えられる。（例：税務サービス用のDB、地方政府の選挙区における住民登録、NHSの全患者のコード
ナンバーなど）。

法
制
度

 2017年に公表した「英国デジタル戦略」のなかで、「オンラインサービスにおけるイギリス政府の世界のリーダーとしての
地位の維持」が掲げられている。

 しかし、他のシステムとの統合がほぼ不可能なアーキテクチャを持つレガシーシステムが多いため、データ共有が進
まず、戦略の実行が進んでいない状況。

英国では、GDSが中心となって世界をリードするデジタルガバメントを目指しているが、レガシーシステムが多くデ
ータ共有が進んでいない、参照性の高いデータのレジストリ化が進んでいないなど、課題が表面化している。
認証方式の決定に当たってリスク評価フォームを活用するなど、GDS固有の取り組みはユニークである。



各国の特徴
＜エストニア＞
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法
制
度

エストニアでは、レガシー排除の原則、構築vs購入の原則などのドラスティックな原則のもと、「X-Road」を土台
としたシステムを実現。開発において民間技術を採用し、海外とのクロスボーダーの取組、ブロックチェーン等の先
進技術の活用にも積極的。

 インターネット上のデータ交換基盤「X-Road」を土台とし、すべてがインターネットにより安全かつ快適に活用できるシス
テムを効率的に構築し、他国の情報システムとのデータやシステムの相互運用を推進している

 「レガシー排除の原則：13年以上前の技術的ソリューションを使用しない」、「構築vs購入の原則：既製のソフ
トウェアシステム購入ではなく、ゼロからシステムを構築することが優先」といった原則がある。

 電子証明書、タイムスタンプと第三者機関による監査体制

 海外在住者向けの電子国民（e-Residency）、フィンランド政府とのX-Road連携など、クロスボーダーの取組に
積極的

 ブロックチェーン技術を通じたエネルギー取引、医療データの記録にブロックチェーン利用の実証実験を実施

 政府発行の仮想通貨「エストコイン」 の構想を発表（ただし、その後価値を固定せず、国家の暗号通貨にもならな
いように修正）

 「ベースレジストリ」という概念はないが、基本データを収集し、相互運用するための法制度が整備されている。公共情
報法により、重複データの収集が禁止されている。

 2018年に更新した「デジタルアジェンダ2020」では、エストニアのデジタル戦略に関する2020年までの目標が定めら
れている。

 国の情報システムを管理するシステム「RIHA」が構築され、公共部門の情報システムやデータベースを新たに構築す
るプロジェクトを立ち上げる際、既存の情報システムやデータベースと重複するものは構築できない仕組み。



各国の特徴
＜シンガポール＞
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 SGTSを含むの5つのレイヤーからなるシステムアーキテクチャーの全体構想「CODEX」のもと、政府機関における
市民や企業向けのサービス・アプリケーション開発を進めている

 個人・法人の認証サービスから、決済、センサーNW、都市交通への短期間で開発を加速しており、その過程で
CODEXの階層構造自体も見直しながら、変化・成長している。

 CODEXでは、サービスとミドルウェアの中間に、汎用的機能モジュールの階層「マイクロサービス」を設けることで、
開発の効率性を高めている。
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 スマートネイション構想に延長線上で、全国のセンサーネットワークを構築し、データの収集・蓄積・分析を行い、都市
計画やユーティリティの保守管理、事件への迅速な対応などに活用している。

 アジャイル開発の採用を促すため、企業が自社のアジャイル手法の成熟度を評価するのに役立つ「アジャイル成熟度
モデル（AMM）」を開発。これを、政府がサービスプロバイダのアジャイルに対する準備状況と成熟度を評価する
ためにも活用する。

 古くからベースレジストリの概念で住民情報や法人情報を中心に基本データの整備が進められ、近年では、電子決
済、交通（車両）、住民サービスに係る基本データの整備も進む。

法
制
度

 2014年に公表した「スマートネイション構想」をアップデートしながら取組を進めている。

 2023年までの戦略目標とKPIを設定。
・顧客満足度、デジタルサービス割合、デジタルトランザクション割合、デジタル人材教育・組織育成、DXプロジェクト
数、AI、データ、データ分析関連プロジェクト数

シンガポールでは、スマートネイション構想を実現するための戦略目標とKPIを設定し、５つのレイヤーからなるシ
ステムアーキテクチャーの全体構想「CODEX」のもと、短期間で開発を加速。アジャイル開発においては、「アジ
ャイル成熟度モデル（AMM)」を開発し、IT調達時のサービスプロバイダーの評価にも活用している。



各国の特徴
＜中国＞
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 中国のデジタル政府とスマートシティの建設は、都市単位で設計・実行される。そのため都市単位でデータが集約され、
システムの開発が行われる。そのため、「インターネットプラス」では、システムを統合化するよりも、都市同士、あるい
は都市と中央政府の間のデータ連携に重きが置かれる。

 政府は、“一網”の未実現による不便等、企業や市民からの問題の通報を受け入れ、調査処理を行うことで、デジタ
ルサービスの継続的な改善に取り組む。

 認証方法は、協業する民間のサードパーティの技術や時代によって最適なものを都度採用する（WeChatなどの
サードパーティのソーシャルアカウントとの関連付け、顔認識など、様々）
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 政策立案、判事などにもAIを活用しており、AI活用範囲の自由度が高い。行政におけるAI活用へのルールや規範
も特に定められていない。

 ビッグデータ活用に関しては、大気汚染状況に基づいた料金変更など、強制力を伴う規制への利活用がされている。

 アジャイル開発に関する特別な手法はない。

 国全体のデータをデータベースに統合しようとする代わりに、国、州、および地方のデータセットによって管理されるデータ
の交換と共有に重点が置かれている。

法
制
度

 「インターネットプラス」プロジェクトを推進し、政務サービスの標準化、簡略化、スマート化に加え、全国をカバーするオ
ンライン政務サービス・プラットフォームの構築などを進める。

 ワンネットワーク、ワンストップ、ワンスオンリーを意味する「一網、一門、一次」改革推進

 各部門に、早急に“インターネットプラス 政府サービス”および“一網”の展開になじまない法規を整理し、改訂や
撤廃を行うことを義務付け

中国では、「インターネットプラス」政策のもと、都市ごとに構築されたシステムやデータの連携に主眼をおいて全
国的なオンラインPFの構築を推進。法規の改定や撤廃を強制する一方で、協業する民間のサードパーティの
技術を採用するなど、ユーザの利便性を重視するとともに、都市単位の裁量に任せている部分も大きい。



各国の特徴
＜インド＞
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インドでは、個人識別番号のAadhaar導入後、それをベースとして、個人認証、個人の行政文書の管理・共
有、決済という方向で、デジタルガバメントの機能拡張が進んだ、というIndia Stack発展の経緯が特徴。

 個人識別番号のAadhaar導入後、それをベースとして、個人認証、個人の行政文書の管理・共有、決済という
方向で、デジタルガバメントの機能拡張が進んできた。

 AadhaarをベースとしたオープンAPIの集合体がIndia Stackであり、その開発は、民間の非営利団体“iSpirt”が
主導し、官民連携でのオープンイノベーションを基本としている。

 認証方法の決定において、統一的なルール（リスクの発生頻度とインパクトの大きさによる分類）が運用されてい
る。
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 モディ政権はインド全土に監視カメラを設置し、治安維持を図ろうとしている（現在、システム入札中）

 車両の登録や書類管理、不動産登記などへのブロックチェーンソリューション開発・実装を推進（手続の複雑性や属
人的対応の横行などが背景か）

 デジタルサービス開発、アジャイル開発を政府として推進しており、デジタルサービス標準（DSS：Digital Service 
Standard）において、 RFPおよび契約に当たってのSLAの定義、 KPIが明確化されている。

 プロジェクトのKPIsに基づくパフォーマンスは、「eTaal」ポータルと呼ばれる電子ダッシュボードでリアルタイムで公開され
ている。

 自治体（州）の権限が強く、また、多言語でデータ標準の統一も困難な状況のなか、多くの政府機関が独自の方
法で運用するデータのうち、補助金支給、納税、車両登録や運転免許等の重要性の高いサービスに用いるデータ
を、組織横断的に共有し、相互に活用できるベースレジストリとして管理している。

法
制
度

 2014年に策定した、インドをデジタル化を通じて強化された知識経済社会に変革するための計画 「デジタルインディ
ア」に基づいて、国家のデジタル化が推進されている。



各国の特徴
＜デンマーク＞
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 データ交換の仕組みを整備し、住民情報、法人情報、不動産情報といった基本データ同士の相互参照性を重視。

 政府が構築したコラボレーションツールであるDigitalisér.dkにおいて、民間のエンジニアなどがグループを作成して、政
府のデジタル化やITアーキテクチャーに関する議論を行うことができるようになっている。
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 省全体でのデジタル化を推進するとともに、規制に関するサンドボックスやGovTech（ガブテック）で作り出された
ソリューションを実験すること、および公務員にとってデジタル関連のいかなるスキルが必要になるかを探求するために、
デザイン組織「マインドラボ」に代えて、「破壊的タスクフォース」を企業省、産業省、財務省の3省共同で2018年に
設立

 ITプロジェクトのリスクアセスメント手法が確立されており、半年に1度の評価に基づいて、継続・改良・中止の判断が
行われている。（10Milliion DKK以上など開発規模別に、評価ルールあり）

 デジタルスコアボードでは、デジタルサービスの「トランザクション数」だけでなく、ITプロジェクトの「コスト、スケジュール、
経済的利益、質的利益」が評価指標として、表示される仕組み。

 「基本データ」を整備することについて戦略方針を策定しており、データハブの機能を担うthe Data Distributor が
データを集約し、参照頻度の高い６つのデータを「ベースレジストリ」として公開している。

法
制
度

 国家のデジタル戦略において、省庁や企業と同列に、市民や社会全体のデジタライゼーションが掲げられている。

 地方自治体のデジタル化戦略は、中央政府のそれと整合性がとれており、「首尾一貫」したユーザ体験が重視されて
いる。

 2018年7月1日以降に提案されたすべての法律は、デジタル対応の原則を遵守することが義務付けられた。

デンマークでは、市民や社会のデジタライゼーションを標榜し、法律のデジタル化やベースレジストリの整備など、
国家のデジタル化を仕組みから変えようとしている。「規制に関するサンドボックスやGovTech（ガブテック）で
作り出されたソリューションを実験」を担う組織の設立や、ITプロジェクトの評価手法の確立にも特徴がある。



各国の特徴
＜韓国＞
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韓国では、標準化フレームワーク「eGovFrame」を開発し、その利活用を政府全体に義務付けるとともに、海
外輸出をしている点が特徴。また、予算当局が、デジタルガバメントのパフォーマンス管理に関与している。

 韓国政府は、2008年頃から公共部門ITプロジェクト向けの標準化フレームワーク「eGovFrame」を開発。政
府全体のデジタルシステムはこの標準フレームワークを利活用して開発しなければならない。

 韓国は政府全体でEnterprise Architectureを構築・運営しており、すべての国家情報システムのEA登録が
義務付けられている。 これを基に、同じプロセスや機能の重複構築を防ぎ、各々の機能とデータの連携及び共同
活用を推進している。

 予算当局が、デジタルガバメントのパフォーマンス管理に関与することで、KPIに基づいたサービスの改善の実効性
を担保しようとしている。
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 ソウル市でブロックチェーンベースの行政サービス導入に向けて「ブロックチェーン都市ソウル推進計画」を発表
（開発、POCを推進中）

 性犯罪者、誘拐犯、殺人犯、強盗などの特殊違反者は、自身の位置情報を知らせるための電子腕輪もしくは足輪
を直擁する義務がある。

 韓国では、アジャイル型開発に特化した制度やプロセスを設けていない。

 韓国は国家核心政策の一環として電子政府の構築を進めてきており、もっとも優先順位の高い核心基盤となるもの
がBase Registryであるという認識のもと、Base Registryの整備を進めてきた。

法
制
度

 電子政府2020基本計画において、官民共同のe-GOVエコシステムを構築すること、また、e-Gov分野でグローバ
ルリーダーの地位を確立すること等を目指している（フレームワークを中東・中南米等の新興国に輸出）
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４．各国比較表

（1）デジタルガバメントに関する法制度・行政内ルール・規制の在り方
（2）デジタルガバメントに関する システムアーキテクチャーの在り方
（3）基本データ（Baseregistry）に関する事項
（4）政府の調達手法に関する事項
（5）行政における先進事例の調査



（1）デジタルガバメントに関する法制度・行政内ルール・規制の在り方
①デジタルガバメントに関連する法制度の概要

20

中長期のロードマップ・
イニシアティブ

• 21世紀統合デジタルエクス
ペリエンス法（ 21st 
Century IDEA法（2018年）

• 政府変革戦略2017-2020
（Government 
Transformation 
Strategy2017-2020）（2017
年）

• デジタルアジェンダ2020
（2014年策定⇒2018年見
直し）

• スマートネイション構想
（2014年12月構想、2017年
計画）

• Digital Government 
Blueprint（2018年→2023年
までのKPI設定）

推進組織 • 18F、米国デジタルサービ
ス（USDS)、米テクノロジー
評議会（ATC）

• 内閣府政府デジタルサー
ビス（GDS:Governmnet
Digital Service）

• 経済通信省（Ministry of 
Economic Affairs and 
Communications）

• Govtech(Government 
Technology Agency）

法制度
（データ活用、オープンガバメ
ントに関するもの）

• オープンデータ法 （Open, 
Public, Electronic and 
Necessary Government 
Data Act）（2018年）

• 公共情報再利用規則（Re-
use of Public Sector 
Information Regulations：
RPSI）2015

• Open Government 
Partnershipアクションプラ
ン2018-2020 （2018年発
表）

• 公共セクター（ガバナンス）
法（Public 
Sector(Governance) Act 
2018）（2018年）

法制度
（行政手続の電子化、オンライ
ン化に関するもの）

• 21世紀統合デジタルエクス
ペリエンス法（ 21st 
Century IDEA法（2018年）

• 2017 年デジタル経済法
（Digital Economy Act 
2017）

• サービスの管理と情報の
管理の原則
（2017年）

• 電子取引法（Electronic 
Transactions Act）（2010
年）

法制度
（eID、公的認証に関するもの）

• The Federal Identity, 
Credential and Access 
Management (FICAM)
Roadmap and 
Implementation Guidance
（2011年）

• OMB M04-04 NIST SP-
800-63B（2003年策定～
2019年更新）

• 電子署名規制（Electronic 
Signatures Regulations）
（2002年）

• 電子取引のための新しい
電子身分証明および信託
サービス法 （2016年
→2019年改正）

• 国民登録法（NRA）（1965
年）、個人データ保護法
（2013年）

米国 エストニア シンガポール英国
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①デジタルガバメントに関連する法制度の概要
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デンマーク 韓国中国 インド

中長期のロードマップ・
イニシアティブ

• 2017年1月、「インターネッ
トプラス 政府サービスシ
ステム」を策定し、2020年
末までに全国的なインター
ネットベースの政府サービ
スシステムを設定する計画
 政府サービスの「一網、

一門、一次」改革を推進

• 「デジタル・インディア」
 インドをデジタル化を通

じて強化された知識経
済社会に変革するため
の計画

• デジタル戦略2016-2020
（2016年）
 デンマークの将来の公

共部門の基盤を作り上
げるための戦略的イニシ
アティブ

 2020年までの3つの主要
な目標から成り立ってい
る。

• インテリジェント・ガバメン
ト・ロードマップ（2019年）
 AIを使用した公共サービ

スのイノベーションなど４
つの戦略目標を掲げ、中
央政府機関、地方政府、
公的機関、民間のエキス
パート、産業の参加する
官民カウンシルを設置。

推進組織 • 国務院 • 電子情報技術省（MeitY） • デジタル化庁（財務省） • 行政安全部（MOIS）

法制度
（データ活用、オープンガバメ
ントに関するもの）

• 社会信用システム構築の
ための計画概要(2014-
2020)
 中華人民共和国の公開

政府情報に関する規制

• Right to Information Act 
2005 

• 公共部門の情報の再利用
に関する法律を改正する
法律Act amending the law 
on re-use of public sector 
information（2019年）

• 公開データの提供と利用
の促進に関する法律（デー
タ公開法）（2010年）

法制度
（行政手続の電子化、オンライ
ン化に関するもの）

• 「放管服」改革
 “放”＝行政審査・認証の

簡略化、“管”＝簡略化
の一方、監督管理を強
化、“服”＝革新、行政手
続きの最適化、政府サー
ビス改善

• Information Technology 
Act 2000

• デジタルポストに関する法
律、デジタルセルフサービ
ス法（2012年）

• 電子政府2020基本計画
（2016年）

法制度
（eID、公的認証に関するもの）

• 「中華人民共和国住民身
分証法」（2004年）

• 「国民 ID 番号および関連
法（Aadhaar and Other 
Laws）」

• 電子取引のための電子的
な認証および信託サービ
ス（2018年）

• 電子署名法（Digital 
Signature Act）（1999年）
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AI活用に関する一般ガイドラ
イン

（なし） • （EU指令に従う） • 人工知能のための国家戦
略

• AIのガバナンスと倫理のイ
ニシアチブ

行政のAI活用に関するガイド
ライン

• 国立行政アカデミー「ARTIFICIAL 
INTELLIGENCE AND ITS IMPACT
ON PUBLIC ADMINISTRATION」
（2019年）

○
• 公共セクターにおけるAI活

用ガイド（2019年）

• 人工知能のための国家戦
略の４つのアジェンダのな
かに、「政府のAI」が含まれ
る。

• AIのガバナンスと倫理のイ
ニシアチブ（政府、産業界、
学術界、消費者等の主要
なステークホルダーが共同
で推進）

倫理原則に関する記
述

〇 ○ • 「エストニア人工知能タスク
フォース報告書」（2019年5
月）

〇

AI利活用における倫理原則 • 行政機関のAI活用におけ
る問題の所在を以下5点に
整理している。

• FACT原則として、以下の4
項目を掲げる。

• 人工知能に関する倫理原
則と、重視すべき権利を整
理している。

• 2つの原則を提示（以下の4
つの要素が含まれる）

米国 エストニア シンガポール

公平性

説明責任

持続可能性

透明性

情報プライバシー
（Privacy）

匿名性（Anonymity）

差別(Discrimination)

自律性（Autonomy）

監視（Surveillance）

有用性の原則

危害の発生を
控える原則

自治の原則

公平性の原則

明快さの原則

公平性

説明責任

人間中心

透明性

英国
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AI活用に関する一般ガイドラ
イン

• 新世代の人工知能のガバ
ナンス原則：責任ある人工
知能の開発

• National Strategy For 
Artificial Intelligence （人工
知能の国家戦略）

 別名： 「＃AI for ALL」

• 人工知能の国家戦略2019
年3月14日

• AI研究開発計画（2018年）
 人工知能技術と産業の

発展促進に関する法律
（2019年）

行政のAI活用に関するガイド
ライン

（なし） （なし） • 上記戦略のなかで、公共
部門での人工知能の使用
に関して、 する署名プロ
ジェクトを実施することを明
記。

（なし）

倫理原則に関する記
述

（なし） （なし） 〇 （なし）

AI利活用における倫理原則 • AIガバナンスの次の8つの
原則が提案されている。

• NITI Aayogは、 「人工知能
の国家戦略」において、AI
の倫理的考慮に関するほ
とんどの議論は、FATフ
レームワーク（公平性、説
明責任、透明性）の派生物
であるとして、それぞれに
対する取り組みの方向性
を論じている。

• ６つの倫理原則に従うべき
との整理がなされている。

（なし）

1. 調和と親しみやすさ
2. 公正と正義
3. 包括性と共有
4. プライバシーの尊重
5. セキュリティと制御性
6. 共同責任
7. 開かれた協力
8. アジャイルガバナンス

•公平性/バイアスAIへの
取り組み

透明性/「ブラックボック
ス」を開く

自己決定
Self-determination

尊厳
Dignity

責任
Responsibility

説明可能性
Explainability

平等と正義
Equality and justice 

開発
Development
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政策形成プロセス （なし） • オープン政策形成支援組
織「ポリシー・ラボ」の設立

• 地方団体と民間企業の大
規模な課題解決マッチング
イベント『GovTech
Catalyst』を立ち上げ。

（なし） （なし）

立法プロセス （なし） （なし） • e-Lawシステムを整備。
 2003年2月以降に提出さ

れたすべての法案を一
般の人々がオンランで検
索・閲読できるオープン
なデータベース

（なし）

組織・人材 （なし） （なし） （なし） （なし）

米国 エストニア シンガポール英国
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政策形成プロセス （なし） （なし） （なし） （なし）

立法プロセス • 各部門に、早急に“イン
ターネットプラス 政府サー
ビス”および“一網”の展開
になじまない法規を整理し、
改訂や撤廃を義務付け

（なし） • 法令のデジタル対応義務
化
 2018年7月以降に提案さ

れた法律は、デジタル対
応の７つの原則を順守す
ることが義務付けられて
いる。

（なし）

組織・人材 （なし） （なし） • デジタル対応法の事務局
を2018年初頭に財務省の
下に設置。

• 新しい法案の作成におい
てデジタル化が完全に検
討されたかどうかを評価す
る。

（なし）
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アーキテクチャー策定
の背景・考え方

• オバマ大統領名で2012年に
発出されたイニシアティブ
「Digital Government
Building a 21st Century 
Platform to Better Serve the 
American People」において、
3層構造のアーキテクチャー
が提唱されているが、モデル
自体の複雑性や、各省庁の
業務の多様性などが原因で、
全体には浸透していない。

• 英国では、柔軟性を持たせ
るべきとの立場から、現時点
で“モノリシック”（一枚岩）の
アーキテクチャーモデルは存
在しない。今後の検討の「た
たき台」として、データとサー
ビスを分離した4階層モデル
が提示されている。

• デジタルアジェンダ2020は、
相互運用性に焦点を当てて
いる。 経済通信大臣は、「情
報システムの中心的なコン
ポーネントと相互運用性のた
めのソリューションは、技術と
機能の開発に安全に適合す
るように開発される」と述べて
いる。

• SGTS（Singapore 
Government Tech Stack）を
含む全体構想「CODEX」のも
と、政府横断的にデータ群を
扱い、開発基盤と共通のイン
フラのもと、サービス開発を
推進している。

アーキテクチャーの
原則

• 「情報セントリック」「共有プ
ラットフォーム」「顧客セント
リック」「セキュリティとプライ
バシー」の4原則に加えて、
「データとプレゼンテーション
の分離」を原則とする。

• 小規模で自己完結型のス
タート

• チーム単位でのデリバリー
• インターネットとWebの粒度で

作業する
• プラットフォーム、標準化、再

利用の発想を持つ重荷を持
たない常に進化していくこと
を想定する

• ユーザーが利用するまでは
完成ではない

• 政府は特殊ではない（他の
業界にヒントがある）

• 操作性を重視したデザイン

• レガシー排除の原則：13年以
上前の技術的ソリューション
を使用しないこと。

• 構築vs購入の原則：ゼロから
システムを構築することが優
先される。

• ワンスオンリーの原則：企業
と市民は政府当局に1回情
報を提供するだけで済む。

• 相互運用性とセキュリティの
原則：データシステムの安全
な相互運用性に焦点を合わ
せる。

• CODEXでは、サービスとミド
ルウェアの中間に、汎用的機
能モジュールの階層「マイク
ロサービス」を設けることで、
開発の効率性を高めている。

• 個人・法人の認証サービス
から、決済、センサーNW、都
市交通への短期間で開発を
加速しており、その過程で
CODEXの階層構造自体も見
直しながら、変化・成長して
いる。

策定主体 • 18F、米国デジタルサービス
（USDS)、米テクノロジー評議
会（ATC）

• 政府デジタルサービス • 経済通信省 • Govtech

英国



（2）デジタルガバメントに関する システムアーキテクチャーの在り方
①デジタルガバメントに関するシステムアーキテクチャーの概要

27

アーキテクチャー策定
の背景・考え方

• 2017年末に、各省（区、市）
人民政府、国務院関連部門
全てでオンライン政府サービ
スプラットフォームを構築。
2020年末前に、全国をカ
バーする全体連動、部門協
同、省級統一、一つのオンラ
インプラットフォーム処理の
「インターネットプラス 政府
サービス」技術およびサービ
ス体系を構築し、政府サービ
スの標準化、精確化、プラッ
トフォーム化、協同化等を実
現して市民の満足度を顕著
に向上させる。

• デジタルIDの付与、個人の認
証、決済、データ共有など複
数のレイヤーから構成される
システム構造全体の設計図
（アーキテクチャ）を整理し、
サービス提供のプロセスを整
備。

• 多くの人に設計図やプロセス
を理解し共有することで、中央
政府に限らず各州政府、各省、
ITベンダーなどさまざまなアク
ターが協働し、誰もが使えるプ
ラットフォームとして機能。

• デンマーク政府のアーキテク
チャー構造の全体像は、確
認できていないが、住民情報、
法人情報、不動産情報といっ
た基本データ同士のデータ
の相互参照性を重視してい
ることが分かっている。

• 公共共通デジタルITシステム
のアーキテクチャー、ルール、
スタンダード、ガイド、ガイドラ
インを定めている。

• 電子政府標準フレームワー
ク「eGovFrame」を開発。
 「eGovFrame」は、韓国政

府が開発した韓国の公共
部門ITプロジェクト向けの
プラットフォーム固有の標
準化開発フレームワークで
あるが、海外にもフレーム
ワークを輸出している（モン
ゴル、メキシコ、ヨルダンな
ど11か国）

アーキテクチャーの
原則

• 中国のデジタル政府とスマー
トシティの建設は、都市単位
で設計・実行される。そのた
め都市単位でデータが集約
され、システムの開発が行わ
れる。そのため、「インター
ネットプラス」では、システム
を統合化するよりも、都市同
士、あるいは都市と中央政府
の間のデータ連携に重きが
置かれる。

• 以下の4つのレイヤーからな
るAPIの集合体として構築。

① 同意：プライバシーを確保
したデータ共有が可能に。

② キャッシュレス：金融取引コ
ストを引き下げ

③ ペーパーレス：紙の書類を
減らすことで生産性を向上

④ 非対面：いつでもどこでも、
その場にいなくても、本人
確認が可能に

• デジタル化のための共通の
アーキテクチャは、公共部門
間および公共部門と民間部
門間の安全な組織間プロセ
スとデータの効率的な共有を
確保する必要がある。

• ８つの原則あり（共通のフ
レームワークに従って適切な
レベルで管理、一貫性、革新
性、効率性を促進など）。

• 標準化：ソフトウェアフレーム
ワーク標準を策定

• 開放性：幅広い参加を促すた
めに、eGovFrameのオープン
アセットの一般利用を認める。

• コミュニティ：トレーニング・活
性化を行うための政策をつく
る

策定主体 • 国務院 • 2016年に、モディ首相の下で
India Stackの構築開始

• デジタル化庁 • 行政安全部

デンマーク 韓国中国 インド
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地方自治体への適用有無 （なし） • 適用：
 Local Digital Declaration

（地方政府のデジタル宣
言）あり。

 Gov.UKVerifyやGov.UK
Noticeは地方自治体でも
利用されている

• 適用： • 適用：

アーキテクチャー策定に係る
民間の関与と手法

• 関与あり：
 民間から技術者を積極

的に雇い入れてデジタル
サービスやクラウド、ア
ジャイル開発やサービス
デザインに取り組んでい
る。

• 関与あり：
 民間から技術者を積極

的に雇い入れてデジタル
サービスやクラウド、ア
ジャイル開発やサービス
デザインに取り組んでい
る。

• 関与あり：
 電子政府の方針策定等

を指揮するe-estonia評
議会に民間委員が参画
しているほか、 E-
estoniaおよびX-ROAD
の開発には民間企業の
技術が採用されている。

 E-estoniaおよびX-
ROADの開発は、エスト
ニア科学学会が設立した
Cybernetics研究所を前
身とするエストニアの企
業Cyberneticaが行って
いる。

 また、政府の個人情報管
理にあたっては、
Guardtime社が提供する
ブロックチェーンのサー
ビスなどをAPI等で活用。

• 関与あり：
 民間から技術者を雇い

入れるとともに、
STACK2018、STACK-
X(2019)、STACK2020等
の開発者向けイベントを
開催する等により、
SGTSへの参画を促して
いる。

英国
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地方自治体への適用有無 • 中央政府、省、地市レベル
まで、全国オンラインPF構
築を目指す。

• ただし、地方自治体（都市）
ごとにデジタルガバメントを
構築しているため、アーキ
テクチャーを統合するわけ
ではない。

• 適用：
 Aadhaar法によりAadhaar

が全国に利用されており、
認証や決済機能もインド
全域で利用されている

• 適用：
 地方自治体の共通デジ

タル化戦略：ローカル＆
デジタル–首尾一貫した
デンマーク（2016 –
2020）

• 適用：
 eGovframeworkにより政

府機関および地方団体
のシステム標準化が行
われている

アーキテクチャー策定に係る
民間の関与と手法

• 関与あり：
 アリババ、テンセントの民

間団体が関与
 行政システムのAPIを利

用して、公共サービスを
提供

• 関与あり：
 民間の非営利団体

“iSpirt”が関与
 民間の非営利団体

“iSpirt”が主導し、サービ
ス構造のアーキテクチャ
を設計。Stackを軸に
様々なプレイヤーが水平
分業可能に。

• 関与あり：
 政府が構築したコラボ

レーションツールである
Digitalisér.dkにおいて、
民間のエンジニアなどが
グループを作成して、政
府のデジタル化やITアー
キテクチャーに関する議
論を行うことができるよう
になっている。目的は、
関係者同士の協力、ビジ
ネスリエンジニアリング、
関連サービスの調整。

• 関与あり：
 官民共同のeGovFrame

センターが関与
 eGovFrameは、民間企業

を巻き込んで開発してき
た。また、オープンコミュ
ニティを立ち上げるととも
に、官民共同の
eGovFrameセンターを設
立するなど、その後の維
持・改善においても官民
で連携をしている。

（2）デジタルガバメントに関する システムアーキテクチャーの在り方
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共通機能 • 認証 ：login.gov 
• 決済 ：GSA SmartPay
• PaaS： Cloud.gov 

• 認証：GOV.UK Verify
• 通知：GOV.UK Notify
• 決済：GOV.UK Pay
• PaaS：GOV.UK Platform as 

a Service
• 登録：Registers

• 認証： eID
• トラストサービス：

TrustService
• データ交換 ：X-Road®（X-

tee）
• 文書交換： DHX
• ポータル： Eesti.ee 

• 電子認証：Sing Pass、Corp 
Pass

• 電子決済：FAST、PayNow
• 共通開発基盤：NECTAR、

WOGAA
など

利用状況（一部） ＜login.gov＞
• 利用できる行政サービス：

17機関、60以上のアプリ
ケーション

• 延べ利用者数：1700万人
以上

• 登録ユーザ数：500万人以
上（2018年5月現在）

＜GSA SmartPay＞
• 決済総額：4980億ドル以上
• トランザクション： 16.8億
• 払い戻し額：38億ドル以上

＜GOV.UK Verify＞
• 対応サービス数：22
• 利用者数：5,477,518人
 英国議会からは当初計

画より利用が伸びていな
いと指摘されている。

＜GOV.UK Pay＞
• 累計決済件数：469万
• 累計決済金額：2億ポンド
• 平均決済金額：40.56ポンド
＜Registers＞
• 累計APIリクエスト：

3,702,476 （2016年2月以
降）

• 年間APIリクエスト：
2,686,406 （2019年）

• 対応サービス数：13

＜eID＞
• 国民の98%が国民IDカード

を取得。
• 6万2千人以上が電子国民

（e-Residency）に登録。
• 2002年以降、約7億件の署

名が発行。

＜X-Road®（X-tee）＞
• 公共サービスの99%が24時

間毎日オンラインで利用可
能。X-Roadを通じて毎年5
億件のクエリーが発生。
2001年以来、一度もシステ
ムダウンが発生していない。

• 5万2千もの組織が間接的
なX-Roadのサービス利用
者

＜Sing Pass＞
• 60以上の行政機関、数百

のサービスで導入。
• 利用者は350万人、取引件

数は年間6千万件。

＜Corp Pass＞
• 50の行政機関、130のサー

ビスで導入。

＜PayNow＞
• 法人利用を含め、2,200万

人が利用し、21億シンガ
ポールドルの取引実績
（2018年12月時点）

米国 エストニア シンガポール英国
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共通機能 • 決済 ：決済プラットフォー
ム※WechatpayやAlipayな
ど

• 物流：物流プラットフォーム
• 認証：ユーザー管理と認

証 、認証局、電子印章
• 通知：メッセージングサー

ビス など

• 決済：UPI（Unified 
Payment Interface）

• 本人確認：Aadhaar eKYC
• 電子署名：eSign
• 文書：Digilocker
• 認証：Aadhaar認証
• 本人確認：Aadhaar eKYC

など

• 認証：NemID、NemLogin
• 通知：NemSMS、Digital 

Post
• 決済：NemKonto
• 電子請求書：NemHandel
• ポータル：Borger dk

• 一般的なログイン、認証
トークンを使用したログイン、
ログインポリシーなど
「ユーザーディレクトリ/認
証」に関するもの、掲示板、
コミュニティ、ディレクトリな
どを含む「コラボレーショ
ン」に関するもの、コード管
理、メニュー/ログ管理、
バッチ管理などを含む「シ
ステム管理」に関するもの、
など合計で240の共通コン
ポーネント

利用状況（一部） （不明） ＜UPI＞
• 7億3,300万トランザクション

（2019年5月）

＜Aadhaar認証＞
• 12億件の登録、306億件の

認証（1日745百万件）
（2019年5月）

＜NemID＞
• ユーザー数 500万（アプ

リは、250万DL）（2019年）
• トランザクション数 7億

7500万 （2018年）
＜DigtalPost＞
• ユーザー数 480万人

（2019年）
• 通知発送数 1億4130万件

（2018年）
• 満足度 84％（2019年）
＜NemKonto＞
• アカウント数 550万人

（2019年）
• 支払い回数 9420万

（2018年）

• 標準フレームワークを2017
年3月に発行して以降、57
万以上のダウンロードを記
録している。
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利用促進
のための
取組

APIガイド・ツー
ルキット

• GSA（共通役務庁）は、政
府機関がlogin.govを各サー
ビスに統合する方法を説
明した「Identity Playbook」
を提供しているほか、
login.govプラットフォームの
開発に係るすべてのコード
及びサポート文書を、業界
のセキュリティ及びテクノロ
ジー専門家から継続的な
フィードバックを得て改善を
図るためオープンソースと
して公開している。

• 各省庁・自治体向けに、
GDS（Government Digital
Service）が保有するリソー
スを一覧化し、簡単にアク
セスできるようにした「サー
ビス・ツールキット」を
GOV.UK上に公開。個々の
リソースに直接アクセスす
るのではなく、リンクを一元
化しようとしている。

（なし） • サービスやアプリケーショ
ンの開発や運用を支援す
る「nectar」、「apex」、
「WOGAA」等のソフトウェア
サービスを提供。

• 各コンポーネント（API）の
ソースコードを、GitHub上
に公開。

• e-riigi koodivaramu （エスト
ニア電子政府コードリポジ
トリ）
https://koodivaramu.eesti.ee/

を策定。格納されている
コードはすべての人に公開
されており、公開されてい
る政府コード全体が将来利
用可能になる予定。

• Govtechが、陸上交通庁
（LTA）と共同開発した、民
間バスの座席予約などが
できるアプリケーション・プ
ラットフォーム「ビーライン」
のコードをオープンソース
として提供。

オープン
ソース化

民間企業
の需要喚起

（なし） （なし） （なし） • STACK2018、STACK-X、
STACK2020等の開発者向
けイベントを開催する等に
より、SGTSへの参画を促
している。

独自の取組 （なし） • GDS標準に準拠する代わ
りにサポートやガイダンス
を得るDeclarationを実施

• エストニア政府の電子プ
ラットフォームを自国民の
みならず、外国人向けに開
放

• デジタルインクルージョン
の推進

• 政府職員のデジタル能力
の向上

英国

https://koodivaramu.eesti.ee/
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利用促進
のための
取組

APIガイド・ツー
ルキット

• （民間サービスが3rdパー
ティーとして参加）

• （100の先進事例をベストプ
ラクティスとして紹介）

（なし） • Digitalisér.dkによるオープ
ンソース化、ガイドラインの
公開。
 デンマークの公共デジタ

ル化に関する経験と知
識の交換のためのソー
シャルネットワーキング
プラットフォームである
Digitalisér.dkにて、ガイド、
ソフトウェア、運用情報な
どを見つけることができ
る。エンジニア同士のコ
ミュニケーションも可能。

https://digst.dk/tal-og-statistik/

• コンポ―ネットをWebサイト
から簡単にダウンロードで
きる

• 開発環境・導入ツールを提
供
 テストツール、デプロイ

ツール、モバイルデバイ
スAPI、コンフィグ管理
ツールなど

オープン
ソース化

（なし） （なし） • オープンソースコミュニティ
を運営

民間企業
の需要喚起

（なし） • スタートアップにIndia 
Stackへの理解と関心を高
めてもらうためのピッチコン
テストやハッカソンを各地
で開催。

• PhonePeやPaytmなど
Wallet事業者にも
UPI(Unified Payment 
Interface）を開放した。

（なし） • 官民共同のeGovFrameセ
ンターでメンテナンス
・改善に向けた取り組みを
行う。

独自の取組 • “一網”の未実現による不
便等、企業や市民からの
問題の通報を受け入れ、
調査処理を行う。

• エンドユーザへのメリット訴
求(Aadhaar）

（なし） • 予算当局が、デジタルガバ
メントのパフォーマンス管
理に関与

デンマーク 韓国中国 インド
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保証レベルを定義する
規則・ガイドライン

• NIST Special Publication 
800-63-3

• Digital Identity Guidelines

• Guidance 
• Identity proofing and 

verification of an individual 

• エストニアでは、認証方式の
選択のための確立されたア
プローチはない

• シンガポールでは、認証方
式の選択のための確立され
たアプローチはない

基本的な考え方 • ①各行政機関は、「リスクア
セスメント」の結果と 認証に
関する追加の考慮事項を組
み合わせ、AAL
（Authenticator Assurance 
Level：認証保証レベル）を判
定する。

• ②AALに基づいて、各機関
がデジタルサービスの提供
に最適な 要件を決定する。

• 「Digital ID and 
Authentication Council of 
Canada (DIACC) Pan 
Canadian Trust Framework 
Model」（カナダ）、「NIST 
800-63（米国の標準ガイダン
ス）」などの国際標準に準拠
している。

（なし） （なし）

リスク評価の基準 • AAL1については、単要素認
証でよい。

• AAL2については、セキュア
な 認証プロトコル によって、
2要素認証が必要。

• AAL3については、2要素認
証が必要。かつ、 暗号プロト
コルによる鍵所有証明
(Proof of Possession) に基
づいている必要がある。
AAL2 に加え 耐タンパ性の
ある “ハードの”
Cryptographic Authenticator 
を要求する（例：ハードウェア
トークン等）

• 保証レベル（LOA）を４段階
に分類し、リスクが低いサー
ビス（LOA１）については「単
要素または二要素の本人識
別情報（質問への回答等）の
確認」ｌ、リスクが高いサービ
ス（LOA2)については、「多要
素の本人識別情報（ユーザ
の金融資産などの秘匿性の
高い情報）」を用いる。

（なし） （なし）

（2）デジタルガバメントに関する システムアーキテクチャーの在り方
③ユーザー認証について ⅰ.ユーザ認証の種類

34

米国 エストニア シンガポール英国



（2）デジタルガバメントに関する システムアーキテクチャーの在り方
③ユーザー認証について ⅰ.ユーザ認証の種類

35

保証レベルを定義する
規則・ガイドライン

• 対応する情報システムのセ
キュリティ規制があり。

• ウェブサイトごとに異なる確
認方法がある。ID番号の入
力、携帯電話番号の関連付
け、IDの確認のためのパス
ワードの設定、WeChatなど
のサードパーティのソーシャ
ルアカウントとの関連付け、
IDカードの前面と背面のアッ
プロード、顔認識（生体認識）
の実行本人確認など、様々。

• 行政手続きの「機密度レベ
ル」の定義、アプリケーション
の機密度マトリックスを提示

• ユーザー認証は、NemIDの
みであるため、該当なし

• 韓国電子政府事業の総括機
関である行政安全部が関連
業務を統括管理している。
 ただし、行政サービスごと

のリスク分析の手法に関
する詳細は不明。

 （韓国の有識者へのヒアリ
ングからは、認証方法の
決定にあたって、明確な
ルールは存在しないとの
回答を得ている）

基本的な考え方 • アプリケーションに必要な
ユーザーのIDの保証レベル
と、必要なソリューションの堅
牢性レベルを決定するため、
行政手続の「機密度レベル」
が定義される。

• ユーザー認証は、NemIDの
みであるため、該当なし
 ただし、新しい認証方式

（MitID）の導入準備中（詳
細は明らかになっていな
い）

リスク評価の基準 • 「脅威の発生確率」と「影響
の大きさ」

• ユーザー認証は、NemIDの
みであるため、該当なし
 ただし、新しい認証方式

（MitID）の導入準備中（詳
細は明らかになっていな
い）

デンマーク 韓国中国 インド
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米国 エストニア シンガポール

リスク評価の手順 • NISTが提供する「AALの決
定木」に従い回答していくこ
とで、AAL（保証レベル）が
判断される。

• 行政サービス担当者が
GDSが用意したリスク評
価フォームに記入

• GOV.UK Verifyチームから、
1週間以内にサービスに
適したLOA（保証レベル）
を選択するための連絡が
くる。

• サービスに適したLOA（保
証レベル）を選択。

（なし） （なし）

リスク評価の基準・アルゴリズ
ム

• １．デジタルサービスを提
供することによって、どのよ
うなリスクが生じるか？（利
便性、経済損失、センシ
ティブ情報漏洩などについ
て、低中高評価）

• ２．パーソナルデータにア
クセス可能かどうか？（可
能な場合は、AAL2、可能
でない場合はAAL1）

• アイデンティティアシュアラ
ンス標準はEUのアシュアラ
ンス標準（EU standard’s 
regulation of identity 
assurance）に準じている。
また、他国のプラットフォー
ムとも相互運用を可能とし
ている（例：シンガポールな
ど。英国のシンガポール市
民がGov.UK Verifyを利用
することが可能）。

（なし） （なし）

分析結果の共有 • （※NIST内で共有されてい
ると想定）

• （※GDS内で共有されてい
ると想定）

（なし） （なし）

英国
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リスク評価の手順 • 国内には特定の基準はな
い。

• ウェブサイトごとに異なる
確認方法がある。ID番号の
入力、携帯電話番号の関
連付け、IDの確認のため
のパスワードの設定、
WeChatなどのサードパー
ティのソーシャルアカウント
との関連付け、IDカードの
前面と背面のアップロード、
顔認識（生体認識）の実行
本人確認など、様々。

• 「脅威の発生頻度」と「影響
の大きさ」を軸に、行政手
続の「Sensitivity Level」を4
段階に定義する

• ユーザー認証は、NemIDの
みであり、認証方式の選択
自体が発生しない。
 ただし、NemIDの評価に

関しては、新しいID
（MitID）の公開に伴い、
調査分析が行われること
になっているとのこと。

• 韓国電子政府事業の総括
機関である行政安全部が
関連業務を統括管理して
いる。
 ただし、行政サービスご

とのリスク分析の手法に
関する詳細は不明。

 （韓国の有識者へのヒア
リングからは、認証方法
の決定にあたって、明確
なルールは存在しないと
の回答を得ている）

リスク評価の基準・アルゴリズ
ム

（なし） （不明） （なし） （なし）

分析結果の共有 （なし） （不明） （なし） • 政府全体のリスク分析結
果はEAを通して管理・共有
している。

デンマーク 韓国中国 インド
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同意・承諾等の真正性を確保
するための要件

対象サービス • Login.gov • Gov.UK.verify • eID • 「SingPass」APIを利用した
同意プラットフォーム

保持すべき
データ

• NIST基準を満たす二段階
認証の１つとして、PKIを使
用。PKIでは、電子署名の
暗号化により、手続や文書
の真正性を確保している。

（不明） • eIDの認証メカニズムの一
部として個人識別データが
保存されている場合、その
情報は、損失および侵害
から保護するために保護さ
れる。

• 利用者が「SingPass」APIを
利用した同意プラットフォー
ムに対して権限を付与する
ことで、「SingPass」による
利用者の認証が行われる
仕組み

米国 エストニア シンガポール

同意・承諾等の真正性を確保
するための要件

対象サービス • 民間サービスを含む、様々
な認証サービスが存在

• e-Pramaan • NemLog-in • PKI公認認証書

保持すべき
データ

• 個人が記入したフォーム
データは保存され、個人に
よって確認された後、真の
データとして保持される。
 個人の基本情報データ、

処理が必要なビジネス
データ情報などを含む

• システムイベント、アプリ
ケーションイベント、and/or、
ユーザーイベントを説明す
るレコードを含むイベント指
向のログ

• ログインしたユーザの個人
ID番号

• アクセスしたページ、ペー
ジにアクセスした時間

• 公認認証書発行金融機関
はそれぞれの情報保安政
策に従ってシステム別保存
データを管理・運営してい
る。

デンマーク 韓国中国 インド

英国
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概念の有
無

基本データ整
備を志向する
概念・制度

• データ戦略的利用の観点
からデータ管理の一貫性を
確保する動きがあり、政策、
人材、プロセス、プラット
フォームを整備することで
データ環境を整備する動き
がある。『プライバシー保護
を目的とする諸法順守』を
条件に、連邦政府省庁間・
連邦政府と州の間では、覚
書（MOU）を交わすことで
データ共有が行われてい
る

• 2016年、政府デジタルサー
ビス（GDS）の一部として、
Registry Design Authority
（レジストリ設計機関）を設
置して、政府のデータエコ
システムの最適化に向け
て、ガイドラインの維持と更
新を担っている。

• 「ベースレジストリ」という概
念はない（段階的に廃止さ
れた）が、基本データを収
集し、相互運用するための
法制度が整備されている。
公共情報法により、重複
データの収集が禁止されて
いる。

• 1965年の国民登録番号
（NRIC）の整備により、住
民情報の基本データ化か
ら始まり、住民情報、法人
情報はベースレジストリとし
て整備され、サービス・アプ
リケーションの開発が進ん
でいる。

• 加え、土地・不動産情報、
車両や駐車場等の交通情
報、地域に配置されるセン
サー情報の活用が進めら
れている。

基本データの
相互接続性を
担保する仕組
み

• 行政データ交換モデル
（NIEM：
NationalInformationExchan
geModel)を推進。
 全ての分野に共通なコア

語彙と各分野の語彙で
構成

 様々な組織が持つデー
タ項目はそのままで、
データ交換時に共通的
なデータ項目に置き換え
て情報交換や活用

 安全保障分野を中心に
健康分野等にも展開

 大手のITベンダも開発に
参画。

• APIストア：
 レジスター、レジスター以

外のデータセット、政府
全体のAPIをマップ化し
たもの。

• データ標準：
 表形式のデータを一意

の識別子に関連付ける
ためのルール。

• データ交換システムの実
現：
 例）Tell Us Once：出生ま

たは死亡の届出をオンラ
イン上で1度提出すれば、
関係政府機関に自動的
に配信

• データ交換システム：
 X-Road(X-Tee）の構築

• ルール整備：
 データ構造、入力する

データの種類、記述方法
などルールの策定

• 管理体制：
 政治的調整、管理、相互

運用性イニシアチブの
コーディネーターを、経
済情報通信省（MKM）が
担う。

（なし）

英国
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概念の有
無

基本データ整
備を志向する
概念・制度

• 歴史的に都市ごとにデータ
やシステムを構築してきた
ことから、データ統合よりも、
データ共有・データ連携を
重視。

• ベースレジストリは、単一
の中央政府が開発するも
のではなく、多くの政府機
関が独自の方法で管轄し
ているが、それらは横断的
に登録され、複数の機関が
相互に利用可能な状態と
なっている。

• 2012年から、デンマーク政
府は「基本データの正確性
を保証し、部門間のデータ
の再利用を促進することで、
公共部門の効率性、近代
化、ガバナンスの向上、お
よび民間部門の成長と生
産性の向上に貢献する」こ
とを目的に、基本データ
（Basic  Data,  Grunddata）
戦略指針を開始。

• 国家核心政策の一環とし
て電子政府の構築を進め
てきており、もっとも優先順
位の高い核心基盤となるも
のがBase Registryであると
いう認識のもと、Base 
Registryの整備を推進。

基本データの
相互接続性を
担保する仕組
み

• 統一データ交換プラット
フォームを構築
 基礎データプラットフォー

ムで、集中型のサービス
項目庫、手続き情報庫、
社会信用の業務情報庫、
個人、法人、地理空間等
の情報、電子許可証等
の基礎情報庫，政府
サービスデータシェアリ
ング・交換のサポートシ
ステムを含む。

• 自治体（州）の権限が強く、
また、多言語でデータ標準
の統一も困難な状況のな
か、多くの政府機関が独自
の方法で運用するデータ
のうち、補助金支給、納税、
車両登録や運転免許等の
重要性の高いサービスに
用いるデータを、組織横断
的に共有し、相互に活用で
きるベースレジストリとして
管理している。

• 超領域基本データ委員会
の構築
 基本データを整備統合・

利活用を目的とし協働で
基本データ管理を行う主
体となる組織、

• データ標準
 特定の参照アーキテク

チャ情報を公開。データ
モデリングに関するガイ
ドラインとルールを文書
化。

• オーケストレーションコン
ポーネント→開発予定
（2020年初頭に入札実施）

• 行政安全部がオープン
データポータルを通じて提
供される「国家データマッ
プ」サービスを立ち上げ
（2019年4月）
 このマップには、700以上

の政府部局の閲覧可能
な情報が示されている。

 イノベーション促進と経
済成長を図るための公
共データ共有･活用につ
いての行政安全部の取
り組みの一つ。

デンマーク 韓国中国 インド
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米国 エストニア シンガポール

データベース
名

管理主体 データベース
名

管理主体 データベー
ス名

管理主体 データベース
名

管理主体

住民情報 REAL ID
（運転免許証、
身分証明書）
→自動車
データベース

州の自動車管理
局（Department 
of Motor 
Vehicles：DMV）

Personal
Registry

General Register 
Office （GRO ：
HM Passport 
Office 内の組織）

人口登録
（Population 
Register）

内務省 国民登録番号
/国民登録番
号カード
（NRIC）、外人
ID番号（FIN）

シンガポール入
国管理庁、シン
ガポール人的
資源省

法人情報 （州ごとに管
理）

通常、州務長官
事務所

Business 
Registry

Company House
（ビジネス・エネル
ギー・産業戦略省
下の企業登録機
関）

e-Business 
Register

RIK（中央登録・情
報局）

UEN

Corp Pass

会計企業規制
庁（ACRA）

Govtech

土地・不動産
情報

（Title（所有
権） の登録
は郡で行わ
れる。）

各郡の税査定官
事務所（tax 
assessor’s 
office）

Land 
Registry

HM Land Registry
（政府機関：1862
年設立）
政府支出はゼロ
で、登録費用と検
索費用の収益に
より運営。

e-Land 
Register

RIK（中央登録・情
報局

結合土地情報
システム
（INLIS）

シンガポール土
地管理庁

その他 不動産情報
（MLS)

MLS（Multiple 
Listing Servece）
（会員組織が各
地域ごとに分か
れており、全米に
約800のMLS組織
が存在する）

Vehicle 
Registry

運輸省 運転免許証、
車両登録

道路管理局 車両購入権
(Online 
Certificate of 
Entitlement: 
COE)
車両登録

陸上交通庁
（LTA）

英国

※注：以下は、各国の住民情報、法人情報、土地・不動産情報の管理主体を整理したものであり、それららが当該国において基本データとして定義されているかどうかは条件としていない
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データベース
名

管理主体 データベース
名

管理主体 データベー
ス名

管理主体 データベース
名

管理主体

住民情報 国民デジタル
ID

公安部 NPR/
Aadhaarなど
複数のデー
タベースが
併存

【NPR】
自治省
【Aadhaar】
固有識別番号庁
（UIDAI）

住民情報
（CPR 
Register ）

経済・内務省 住民登録番号
（RRN）:

自治体（市・郡・
区）

（情報管理は自
治体が主体、
「行政情報共同
利用センター」
を国の組織とし
て設立して情報
連携インフラを
整備）

法人情報 全国企業信
用情報広報
システム

国家工商行政管
理総局

GSTIN 財務省 法人情報 中央ビジネスレジ
ストリ（ Central 
Business 
Registry）

企業レジストリ 韓国最高裁判
所

土地・不動産
情報

所有権デー
タベース

天然資源省 CLR/SPR& 
ULR（※アッ
サム州政府
限定）

アッサム州政府 地図と地理 地理データ局 土地登記簿と
建物登録簿か
らなる二重の
不動産登録シ
ステム

韓国最高裁判
所

その他 社会信用制
度

国家開発改革委
員会

乗用車、運
転免許証、
学校、教員
など

道路交通省など 不動産、水
と気候、住
所・道路・エ
リア

これら6点を基本
データと指定

（なし） （なし）

デンマーク 韓国中国 インド

※注：以下は、各国の住民情報、法人情報、土地・不動産情報の管理主体を整理したものであり、それららが当該国において基本データとして定義されているかどうかは条件としていない
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米国 エストニア シンガポール

アクセス方法 費用 アクセス方法 費用 アクセス方法 費用 アクセス方法 費用

住民情報 特に無し
（情報は券面に
記載されている）

（なし） 出生、結婚、死亡証
明書のコピー：①
GROウェブサイトか
らのオンライン請求
→②PDFまたは印
刷証明書の郵送

基本料金
￡11（優先
サービスで
￡35などの別
メニューあり）

ポータルサイト
EESTI.EEからア
クセス可能
（eIDを用いた認
証を行う。）

無料 Sing Pass 無料

法人情報 米国自治体の
ポータルサイト、
State & Local 

Governmentに
アクセス。

カリフォル
ニア州、メ
リーランド
州：無料

Companies House 

のWebサイトから情
報検索・文書DLが
可能。
インフォメーションセ
ンター窓口もアクセ
ス可能。

Companies 

House 

Serviceでの
検索は無料。
文書ダウン
ロード等は
￡1。

e-Business 

Registerから情
報の閲覧・DLが
可能。
（eIDを用いた認
証を行う。）

一般情報1

ユーロ、ア
ニュアルレ
ポート２ユー
ロなど

Corp Pass 無料

土地・不動産
情報

不動産情報は、
郡の税査定官事
務所で入手可能。
オンラインで入手
可能な郡も

ニューヨー
ク州モン
ロー郡、ペ
ンシル：無
料

Land Registryの
ポータルサイトから、
オンラインで検索・
情報請求が可能。

窓口→￡７、
オンライン
→￡3

e-Land Register

から情報の閲覧・
DLが可能。
（eIDを用いた認
証を行う。）

検索無料、
情報取得
1~3ユーロ

統合土地情報
システム
（INLIS）

有償（利用する
情報により料金
を設定）

その他 「不動産情報
（MLS」月額会費
を支払ったメン
バーは、データ
ベースにアクセ
スできる。
「住所データベー
ス（NAD）」

MLS会費
（30ドル～
60ドル）

一般向けのサービ
スは特になし（個別
に照会か）

一般向けの
サービスは特
になし（個別
に照会か）

原則、登録手続
は、行政機関窓
口で行う必要が
あるが、一部の
ポータルサイト
EESTI.EEからオ
ンラインも可能。

登録された
オーナー情
報の修正（オ
ンラインの場
合48ユーロ、
オフラインの
場合61ユー
ロ）など

「STARS 検索
システム
（STARS 

eLodgment）」

（不明）

英国
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アクセス方法 費用 アクセス方法 費用 アクセス方法 費用 アクセス方法 費用

住民情報 全国公民身分証番号
照会サービスセンター
(一般からの照会は不
可）

無料 【Digi Locker】
アクセス方法：
①Aadhaar番号とワンタ
イム・パスワード、②
ユーザー名とパスワード
③FacebookID、のいず
れかを入力。

無料 NemIDでログインし、自
分の情報の一部にアク
セス可能。証明書請求
は、市民ポータル
「Borger.dk」からオンラ
インで可能。

無料 ポータルサイト政府
24」にて、オンライン
請求可能。
また、官公署、銀行、
コンビニ等に設置さ
れたKIOSK端末から
も出力可能。

オンライン
は無料。
KIOSKの
手数料は
約200〜
1,000ウォ
ン

法人情報 サイトにアクセスして
企業名や統一納税者
番号で検索。営業許
可証上のQRコードを
ウィチャット等のアプリ
からスキャンすること
で上記サイトにアクセ
スし、当該企業の情報
検索・閲覧が可能。

無料 GST登録には、オンライ
ンポータル又は政府が
各地に設置した窓口で
の登録手続きが必要。
物品サービス税識別番
号「GSTIN」が割り当てら
れる。

無料 法人情報のポータルサ
イトは、Virk.dkと呼ば
れ、法人に関する情報
提供と法人関連事務
が処理できるサイトと
なっている。

無料 企業レジストリの情
報は、ウェブで検索
できるが、登録され
ている企業のリスト
の全ての情報は公
開されていない。

（なし）

土地・不動産
情報

ウェブサイトにアクセ
スし、ユーザー登録・
ログインが必要

無料 CLR/SPR& ULRのアク
セス方法は不明

不明 土地・不動産情報の
ポータルサイトは、
GST(Geodatastyrelsen
)のGST.dkで、土地・海
洋地図(操船で使われ
る)が無料で公開され
ている。

無料 不動産のレジストリ
は、最高裁判所の
ウェブサイト・「イン
ターネット登記簿」ア
プリで閲覧および印
刷できる。（有料）

有料

その他 基本データ・カタログ
「DATAFORDELER」か
らDL可能

無料

デンマーク 韓国中国 インド
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米国 エストニア シンガポール

IT調達プロセス全般に関する
ルール

TechFAR Handbook デジタルサービス標準（DSS：
Digital Service Standard）

（不明） （不明）

アジャイル型開発プロジェクト
に関する留意点や特記事項
の記述

「TechFAR Handbook」による
と、アジャイルソフトウェア開
発手法における契約は、「ど
のような契約形態も利用可
能」であり、「価格設定構造も
その他の契約形態と同一」で
ある。
アジャイルソフトウェア開発に
おける契約は固定価格形態
に限らない。COは程よいコン
トラクターリスクを取り、コント
ラクターに最大の効率的・経
済的パフォーマンスへのイン
センティブを与える価格設定
の選択を推奨している 。

アルファ、ベータ、ライブといっ
たフェーズ別にプロジェクトを
定義し、ユーザからフィード
バックを受けながら開発する
（サービス開発マニュアル）

E-Koolikottの事例では、従来
の調達・契約ルールのなかで
アジャイル型開発プロジェクト
を調達。予算や期間の拡大・
延長や、開発スコープの変更
が生じたため、事後的に契約
内容を修正して辻褄を合わせ
た。

GovtechがAgile Maturity 
Model（AMM）を開発し、アジャ
イル開発の採用を促すため、
企業が自社のアジャイル手法
の成熟度を評価できるように
した。また、政府は、取引相手
となるサービスプロバイダのア
ジャイルに対する準備状況と
成熟度を評価するため、AMM
を活用する。

英国
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IT調達プロセス全般に関する
ルール

（不明） 電子情報技術省（MeitY）
によって発行されたデジタル
サービス標準（DSS：Digital 
Service Standard）

Danish IT-project and 
program model (IT project 
model)

韓国の「電子政府2020基本計
画」では、行政サービスの開
発にあたって、「分析～デザイ
ン～導入～テスト～配備～オ
ペレーション」の6工程を推奨
している。

アジャイル型開発プロジェクト
に関する留意点や特記事項
の記述

（なし）
中国政府は、アジャイル型事
業開発及び推進のための調
達プロセスを別に運営してい
ない。

調達と契約規則は、新しいデ
ジタルテクノロジーの開発と展
開に適用できるよう、適切に
アップデートされねばならない。

「Vejledning om anvendelse af
agile udviklingsmetoder(アジャ
イル開発手法ガイド)」

（なし）
韓国政府は、アジャイル型事
業開発及び推進のための調
達プロセスを別に運営してい
ない。

デンマーク 韓国中国 インド
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米国 エストニア シンガポール

プロジェクト評価の基準・
指標

パフォーマンスメトリクス（コストの
差異やオーダーの差異など）を利
用し、データを収集・追跡して評価
サービスレベル合意（Service 

Level Agreements：SLA）も用い
る。

進捗状況の測定と報告はアジ
ャイルな作業方法に組み込ま
れているため、サービスチー
ムは必要な以下のようなデー
タを継続的に生成する。
• 継続的な計画
• ビジュアル管理
• 対面ミーティング

国の情報システムを管理する
システム「RIHA」が構築され、
公共部門の情報システムや
データベースを新たに構築す
るプロジェクトを立ち上げる際、
申請が必要。既存の情報シス
テムやデータベースと重複を
排除する仕組み。

（不明）

ベンダーのパフォーマンス
評価の基準・指標

具体的には、RFPで達成すべき
パフォーマンス水準や完了期日が、
細かく指定されていることが多い。

Digital Outcomes and 

Specialists 3 framework 

agreement において、パ
フォーマンスKPIの項目が定
められている。

（不明） GovTechは、アジャイル手法
の成熟度を評価するのに役立
つ「アジャイル成熟度モデル
（AMM）」を開発し、サービス
プロバイダのアジャイルに対
する準備状況と成熟度を評価
するために活用。

評価プロセス ベンダーの評価では、経験、資格
証明、アジャイル案件の実績が重
要視される。経験を問うために、
具体的なケースを用いたプレゼン
面接（Epicエクササイズ）が行わ
れ、政府のアジャイルに関する認
定資格を持つ職員が評価する。

対面ミーティング （不明） （不明）

評価結果の蓄積・活用 各省庁の開発プロジェクトのパ
フォーマンスは、「ITダッシュボー
ド」で公開している。
https://itdashboard.gov/drupal/s

ummary/015

政府が提供する800以上の
Webサイトやサービスについ
て、その利用件数やトラフィッ
クなどをデータとして公開して
いる。

（不明） （不明）

英国

https://itdashboard.gov/drupal/summary/015
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プロジェクト評価の基準・
指標

チーム評価は、主に、各イテレー
ションの受容性、各イテレーション
の生産性向上を評価する。
個人評価は、主に、品質評価、
ワークロード評価、イニシアチブ評
価、ヘルプチーム評価、成長評価
で評価する。

評価（Assessment）はデジタ
ルサービスが定性的属性や
Define and Realize フェーズで
定義されたKPIsにどの程度見
合うかを図るプロセスを指す。

半年に１度のITプロジェクトの
リスクアセスメントを実施。継
続実施、改良、中止の判断材
料となる。

韓国政府は、アジャイル型事
業開発及び推進のための調
達プロセスを別に運営してい
ない。

ベンダーのパフォーマン
ス評価の基準・指標

主にトランザクション、ユーザー満
足度、失敗の数、コスト効率などで
評価する。
政府プロジェクト入札のサプライ
ヤー評価は、①ビジネス部分、②プ
ロジェクトのニーズの充足、③価格
の3点で評価。

a. デジタル提供サービス数、
および部門提供サービス総数
b. 所定期間に配信されたデジ
タルトランザクション数、およ
びそのサービスの潜在的トラ
ンザクション数など

KPIを設定して評価。 韓国政府は、アジャイル型事
業開発及び推進のための調
達プロセスを別に運営してい
ない。ベンダーについては、パ
フォーマンス評価に関する情
報管理は別にしていない。

評価プロセス （不明） 評価はD Sプロジェクトレベル
もしくはポータルレベルで行わ
れる必要がある。単一のD S
を評価することは費用対効果
が高いとはいえない。
評価は中立的な第三パーティ
を起用する必要がある。

期待される効果や成果の明確
化、プロジェクト実施過程にお
けるMVPの制定、定期的な承
認や評価、スプリント毎のレ
ヴュー、プロセスレヴューなど。

（不明）

評価結果の蓄積・活用 一般的に蓄積されているが、それ
を使用する方法は明確ではない。
サービスのパフォーマンスデータを
電子ダッシュボードとして公開する
ことはほとんどない

「eTaal」ポータルにおけるダッ
シュボードの公開

2017年10月から、公共部門の
デジタルサービスの運用状況
を「ライブ」で見える化。年に1
回、デジタルスコアボードにお
いて、コスト、スケジュール、
経済的利益、 質的利益に関
する評価指標が示される。

韓国政府は、アジャイル型事
業開発及び推進のための調
達プロセスを別に運営してい
ない。ベンダーについては、一
般的な入札参加要件以外、パ
フォーマンス評価に関する情
報管理は別にしていない。

デンマーク 韓国中国 インド
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技術分類 国 タイトル 実施主体（組織名） 取組内容の要約 実施時期 導入フェーズ

●AI監視 韓国 ゴミの不法投棄検出 韓国電子通信研究院 韓国電子通信研究院が、ゴミの不法投棄を検出する人工知
能を開発、ソウル市等でモデル事業を通じて技術検証。カメラ
が設置された場所で、人が特定の場所にモノを投げ入れたり、
そっと置くなどすると、行為を識別する。
https://www.etri.re.kr/webzine/20190719/sub03.
html

2018年 POC

韓国 AI横断歩道 慶尚北道亀尾市 AIを使った横断歩道を設置。導入されたシステムは、横断歩
道に近づいてきた歩行者をAIが察知するとともに、周辺の車両
通行状況を分析し、安全に渡れるかどうかを総合的に判断し
信号を変化させる。
https://forbesjapan.com/articles/detail/31209

2019年 実用

シンガポー
ル

スマート電柱、街灯 政府テクノロジー局（GovTec
h）

一部の地区で、スマート街灯の実証試験を開始。街灯に取り
付けられたセンサーとカメラがデータを収集して、スピード違反の
eスクーターを捕まえたり、手に負えない群衆を管理したり、自動
運転車を誘導したりする。別の地区では、都市計画、交通計
画策定、大気の質の監視にもスマート街灯を活用する予定。
https://www.gizmodo.jp/2018/04/singapore-
face-recognition-cameras.html

2019年 POC

英国 スマート信号機 ミルトン・キーンズ
Innovate UK

信号にカメラを取り付け、カメラの画像をもとに車両の混雑状況
を認識しできるだけ渋滞を軽減できるよう信号のタイミングを制
御する
https://smartsustainablecities.uk/vivamk-milton-
keynes-smart-city/

2018年 実用

（凡例）

POC 計画 実用構想・研究

行政における先進技術の導入事例については、その導入フェーズの違いから、「構想・研究」、「POC（実証）」、
「計画（具体的な導入決定がされている場合）」、「実用」の4段階に分類した。
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技術分類 国 タイトル 実施主体（組織名） 取組内容の要約 実施時期 導入フェーズ

●AI対話
サービス

インド AIチャットボット マハラシュトラ州 州政府が管理する公共サービスに、チャットボットを導入。400
を超えるオンラインサービスを提供する専用ポータル「Aaple
Sarkar」から利用できる。今後、数年間で複数言語に対応す
る予定。
https://indiaai.in/case-study/ai-chatbot-provides-
information-on-1-400-public-services-in-
maharashtra

2019年 実用

英国 AI相談 ロンドン市エンフィールド・バラ 住民等からウェブサイト上に寄せられる特定分野の相談への回
答を自動で提示する。月間平均148件の問い合わせ対応に
成功し、スタッフによるウェブチャットの対応数は月83件から23
件に減少する効果があった（2019年）。
https://www.ipsoft.com/2017/11/02/enfield-
council/

2018年 実用

●RPA、
BPM

デンマーク RPA導入 コペンハーゲン市 コペンハーゲン市は、RPAを活用して75のプロセスを自動化。
サービスに対する需要の増大に対応するために、単独で年間約
8,500時間（6人の常勤従業員に相当）を解放したという報
告がある。
https://www.uipath.com/solutions/whitepapers/p
ublic-sector-automation-path-to-digital-
government

2015年 実用

英国 歳入庁RPA 歳入関税庁 歳入関税庁や労働年金省でRPA導入に成功したのち、内閣
府内にRPAやオートメーションに関する横断的組織である
Centre of Excellence（COE） を設置
https://www.iais.or.jp/articles/articlesm/2019080
9/201908/

2014年 実用

（凡例）

POC 計画 実用構想・研究（続き）



（5）行政における先進事例の調査
①行政における先進技術の導入事例（3/8）

51

技術分類 国 タイトル 実施主体（組織名） 取組内容の要約 実施時期 導入フェーズ

●AI判断 中国 AI政策立案システム 中国外交部 中国外交部は、カクテルパーティーで行き来する噂から偵察衛星で
撮影された画像にいたるまで、さまざまなデータから外交戦略を分析
し政策を提示する「AI政策立案システム」の開発を進めていることを
明らかにした。
https://roboteer-tokyo.com/archives/13212

不明 研究・構想

中国 AI判事 海南省高級人民法院 刑事訴訟の進行をサポートする用途でAI判事が用いられている。シ
ステムは裁判官の審理過程に倣い、事案の重要要素を自動的に
抽出。過去の判例を分析・応用し、判決書や関連法律文書などを
作成する。
https://www.afpbb.com/articles/-/3222714

2019年 実用

米国 犯罪予測 ロサンゼルス市 過去2年の犯罪者に関する情報を収集し、再犯可能性を分析する
ほか、特定の地域で発生した犯罪の種類、時間、場所を調べ、そこ
で別の犯罪が発生する可能性があるかどうか、いつ発生するかを判
断して毎日更新される地図を吐き出し、警官がパトロールすべきエリ
アを特定する。
https://www.wired.com/story/los-angeles-police-
department-predictive-policing/

2011年 実用

エストニア AI判事 エストニア政府 エストニアでは2020年から、定型化された係争の可能性が低い
7000ユーロ以下の少額裁判に対して、「AI判事」を用いると発表
した。なお、結果に納得しない場合は人間の裁判官に上訴すること
が可能。
https://amp.review/2019/04/14/robot-judge/

2020年 計画（具体
的な実装計
画）

（凡例）

POC 計画 実用構想・研究（続き）
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技術分類 国 タイトル 実施主体（組織名） 取組内容の要約 実施時期 導入フェーズ
●スマホア
プリによるワ
ンストップ
行政サービ
ス

中国 地域をまたいだ相互認証、オ
ンライン政務サービスの統合

福建省、広東省など 複数の地域をまたいだデータの共有を合同で推進し、身分証などの
省をまたいだ相互承認を実現。集約化されたモバイル端末アプリま
たはウィーチャット・ミニプログラムを開発し、「手のひら」、「指先」での
行政サービス手続きが実現した。
（有料記事）2019/12/08 新華社ニュース（中国通信社）

2019年 実用

シンガポー
ル

個人のライフステージに応じた
サービス

シンガポール政府 携帯アプリ「モーメント・オブ・ライフ（MOL）」は、個人のライフステー
ジに応じて、適時適切に公共サービスを提供するシステム。出生登
録、出産奨励給付金の申請、予防接種、医療予定管理、保育
園の検索・入園手続きなどをMOLのみで行える。
https://www.jetro.go.jp/biz/areareports/special/2019
/0801/7400333d56edd789.html

2018年 実用

エストニア eヘルス エストニア政府 e-Healthでは、ほぼ全ての住民の健康状態を登録することを医療
機関に義務付け、患者の情報、医療記録、病歴、過去の診断結
果等のデータを統合・保管。医療機関のオンライン予約も可能と
なっている。また、公共サービスとも連携しており、運転免許証更新
時には、必要な健康データが道路交通局に送られる
https://www.jri.co.jp/MediaLibrary/file/report/jrirevie
w/pdf/10767.pdf

2008年 実用

●顔認証 中国 社会保険サービスへの顔認
証

人的資源社会保障部 社会保険の支給を顔認証で実現。高齢者は、生体認証、コン
ピュータビジョン技術を中核とするテック企業の子会社「老来網」の携
帯アプリで社会保険の身分認証ができる。「老来網」は、社会保険、
戸籍などの行政事務、福祉、医療保険などの公共サービスを地区
ごとに統合したプラットフォームを展開。
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO51290030T2
1C19A0FFE000/

2016年 実用

中国 顔パスで地下鉄乗車 深セン市、済南市など 乗車券や交通カードの代わりに自分の顔を利用して地下鉄を乗り
降りできるサービスを試験実施している。
https://forbesjapan.com/articles/detail/29872

2019年 POC

シンガポー
ル

キオスクでの顔認証 スマートネーションアンドデ
ジタルガバメントオフィス
（SNDGO）

カメラ付きキオスクでの顔面スキャン試験を実施する計画。2020年
6月までに政府機関で市民が選択したデジタルサービスにアクセスで
きるようになる予定。
（有料記事）2020/02/29 The Straits Times

2020年
（予定）

研究・構想

（凡例）

POC 計画 実用構想・研究（続き）
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（凡例）

POC 計画 実用構想・研究

技術分類 国 タイトル 実施主体（組織名） 取組内容の要約 実施 導入フェーズ

●生体認
証

インド デジタル生存証明書
(Jeevan Praman)

Department of 
Electronics and IT,

デジタル国民ID の生体認証に対応しているデジタル版の年金受給者用
生存証明書で、2019年2月までに2,480万人の年金受給者が利用し
た。
（有料レポート）アジア情報化レポート2019, 財団法人国際情報化
協力センター

2014年 実用

デンマーク NemIDの指紋認証 デンマーク政府 公的サービスや銀行などの民間サービスのログインにおける本人認証に利
用できるNemIDは、ランダムのパスワードが列挙されたNemIDカードを
用いて認証する仕組みだったが、近年、NemIDアプリに移行し、スマート
フォンの指紋認証のみでログイン可能となった。
https://digst.dk/media/15232/introduction-national-
electronic-identity-and-signing.pdf

2010年
指紋認証の開
始時期は不明

実用

シンガポー
ル

Singpass 指紋認
証

政府テクノロジー局
（GovTech）

SingPass Mobileアプリは、指紋をスキャンすることで電子政府サービス
へのアクセスを提供する。当局は、パスワードよりも安全なメカニズムで、簡
単に操作できると説明している。
https://time-az.com/main/detail/66312

2018年 実用

エストニア Smart ID生体認証 エストニア政府 2016年にはアプリベースの電子認証、スマートIDが開始された。専用の
アプリをダウンロードすることで、スマホやタブレットなど複数の端末から電子
認証が使用でき、スマートフォンの顔認証や指紋認証の機能も利用でき
る。
https://ascii.jp/elem/000/001/814/1814465/

2016年
（Smart ID
の開始）
生体認証の開
始は不明

実用

（続き）
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（凡例）

POC 計画 実用構想・研究

技術分類 国 タイトル 実施主体（組織名） 取組内容の要約 実施時期 導入フェーズ

●仮想通
貨

中国 デジタル人民元（CBDC) 中国人民銀行 中央銀行デジタル通貨（CBDC）の発行について構想から実行
の段階に移ろうとしている。だれでもアクセスでき、決済が仲介機関
を経由しない「リテール・トークン型」の仮想通貨で、現金の代替が
可能であること等が特徴。
https://www.jri.co.jp/page.jsp?id=35648

2019年 研究・構想

韓国 ブロックチェーン地域通貨 江原道 江原道は、2019年、韓国の法定通貨ウォンと1対1で紐づけた地
域通貨をブロックチェーン上で発行する計画を発表。
https://jp.cointelegraph.com/news/governor-
kangwon-province-in-korea-is-planning-to-issue-
currency-by-blockchain

不明 研究・構想

シンガポー
ル

中央銀行デジタル通貨 通貨金融庁（MAS） カナダ銀行（BoC）とシンガポール通貨金融庁（MAS）は、ブ
ロックチェーン技術と中央銀行のデジタル通貨を使用した、国境を
越えた支払いの試験的プロジェクトを完了させた。仲介者を設けず
に、支払い対支払い（PvP）の直接決済を可能にしている。
https://coinpost.jp/?p=82496

2019年 POC

●ブロック
チェーン

インド 多様な行政分野（農業、
車両登録など）

マハラシュトラ州 ガバナンスの効率化を目的に、農業マーケティング、サプライチェーン、
車両の登録や書類管理にブロックチェーン技術を実装する計画を
表明
http://www.infobridgeasia.com/blockchain-sep19/

2019
～2020年度

計画

中国 医療費請求、裁判の証拠
保全

浙江省 中国浙江省ではブロックチェーン技術を活用した電子領収書改革
を進めており、2019年10月末現在、480の医療機関が医療費
電子領収書改革を実施。また、同省では、裁判における証拠保
全にもブロックチェーンを用いている。
https://securitytoken.or.jp/wp-
content/uploads/2019/07/ST_Chapter4_20190724.p
df

2018年頃 実用

中国 行政サービス用PF（設立登
記、営業許可証発行など）

重慶市 電子商取引最大手の阿里巴巴（アリババ）集団の「支付宝（ア
リペイ）ブロックチェーン」を活用した行政サービス用プラットフォーム
の運用を始めた。会社の設立登記、営業許可証の発行などに利
用される。
（有料記事）2019/06/25 アジアビジネス情報（時事通信）

2019年 実用

（続き）
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（凡例）

POC 計画 実用構想・研究

技術分類 国 タイトル 実施主体（組織名） 取組内容の要約 実施時期 導入フェーズ

●ブロック
チェーン

韓国 ブロックチェーン都市
（資格証明、寄付
金履歴共有など）

ソウル市 韓国・ソウル市でブロックチェーンベースの行政サービス導入に向けて「ブロック
チェーン都市ソウル推進計画」を発表。2019年は「オンライン資格検証」（開
発）、「寄付金の管理履歴共有」（POC)等に取り組み、来年の実用化に
向けて行政職員の研修を実施。
https://blockinpress.com/archives/24162

2020年
（予定）

実用

韓国 デジタルID認証サー
ビス

大韓民国金融委員会大韓民国金融委員会は、銀行サービスのIDを開発するICONLOOPのブロッ
クチェーンベースの「my-ID」というコードネームのデジタルID認証サービスを
Fintech Sandboxに承認した。
https://medium.com/helloiconworld/korea-fsc-approves-
iconloops-blockchain-based-digital-identity-authentication-
service-codenamed-a56d6a31145

2019年 計画（具体的
な実装計画）

デンマーク 船舶貿易・船舶登
録

海事局 デンマーク海事局は、ブロックチェーン技術を活用して船舶貿易および船舶登
録プロセスをデジタル化するプロジェクトを開始。
このプロジェクトにより、デンマーク国際船舶登録局は世界で最初のデジタル船
舶登録局になる。
https://www.dma.dk/Presse/Nyheder/Sider/Blockchain-
technology-set-to-renew-and-ease-ship-registration.aspx

2018年
（予定）

POC

デンマーク ブロックチェーン通貨
PF

外務省 デンマークの外務省は、ブロックチェーンが対外援助の配分にどのように使用さ
れる可能性があるかを調査する新しいレポートをリリースした。国が「暗号通貨
を使用して援助を移転する最初のドナー国であることを検討すべき」と示唆して
いる。
https://www.coindesk.com/denmark-government-could-tap-
blockchain-for-foreign-aid-delivery-says-report

不明 研究・構想

英国 生活保護費支給の
ための仮想通貨
（Govcoin）

労働年金省（DWP
）

マンチェスター市の生活保護費の支給において仮想通貨（Govcoin）を使う
実証実験を実施。請求者に即時アクセスを提供し、支払い処理の遅延を回
避することが目的。
http://theconversation.com/why-a-blockchain-startup-called-
govcoin-wants-to-disrupt-the-uks-welfare-state-88176

2016年 POC

（続き）
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（凡例）

POC 計画 実用構想・研究

技術分類 国 タイトル 実施主体（組織名） 取組内容の要約 実施時期 導入フェーズ

●ブロック
チェーン

米国 ネット投票 ウェストバージニア州 2018年の中間選挙でブロックチェーンを利用したネット投票が行われた。現在、
ウェストバージニア州は2020年の大統領選挙に向け、モバイルブロックチェーン
投票の準備を行っている。
https://coinpost.jp/?p=77580&from=in_article00

2018年 実用

米国 不動産譲渡証書の
履歴記録

イリノイ州 シカゴ クッ
ク郡

デジタル不動産譲渡証書の履歴記録に関する実証実験を実施。不動産資
産を記録したデジタル不動産譲渡書として機能するカラードコインを発行し、
売り手と買い手がコインの取引を行う承認及び記録をブロックチェーン上で自
動的に処理するもの。
https://bitcoinmagazine.com/articles/chicago-s-cook-county-
to-test-bitcoin-blockchain-based-public-records-1475768860

2016年 POC

（続き）
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②行政におけるサービスデザインの導入事例（1/2）

行政におけるサービスデザインの導入事例については、単に事例を収集するのみでなく、各国のサービスデザイン
に関するマニュアル・ガイドラインの整備状況、政府内のサービスデザインを所管する組織についても整理した。

●マニュアルやガイドラインの整備状況 ●政府内のサービスデザインを所管する組織 ●具体的事例

英国

• ポリシーラボの政策形成手法 • ポリシーラボ ＜ポリシーラボの取り組み例＞
• 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」

• 労働年金省（DWP）は、長期失業者の職場復帰を妨
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。

＜その他＞
• 警察による犯罪被害者の支援
• 健康維持の支援
• ホームレスを減らす
• 市民にとってかかわりの深い25のサービス
• 議会へのオンラインでの請願サイト‘e-Petition’ の構築 等

米国

• ・United States Digital 
Service（USDS）が「Digital 
Services
Playbook」としてユーザー中心での
サービス開発・改善のガイドラインを
提供

• 連邦人事管理局の政策イノベーションラボで
あるLab at OPM

• USDS

• ニューヨーク市
• 金融、健康、住宅、雇用、食料安全保障、の問題に対し

て、官民が連携するサービスデザインのアプローチを実施
• 米国特許商標庁（USPTO）
• 消費者金融保護局（CFPB）
• 米国退役軍人省「米国退役軍人システム」

• B-1. 除隊理由異議申し立て申請]に関する申請ガイド提
供ツール（Discharge Status Upgrade Tool）の構
築

• B-2. 関係者向けHCDツール構築

デンマーク

• マインドラボによる「Method 
Guide」

• マインドラボは活動を停止し、代わりに破壊的
タスクフォース（Disruption Taskforce）
が企業省、産業省、財務省の3省共同で
2018年に設立

• 市民向けポータルサイト「Borger dk」の構築
• デジタルポストの開発

(出典) 「行政＆情報システム」,一般社団法人 行政情報システム研究所, 2019年6月号、2018年4月号、2017年4月号、2017年2月号
「行政におけるサービスデザイン推進に関する調査研究」 ,一社) 行政情報システム研究所, < https://www.iais.or.jp/reports/labreport/20180331/servicedesign2017/ >

「行政におけるデザイン思考の推進に向けた人材育成に関する調査研究」 ,一社) 行政情報システム研究所, < https://www.iais.or.jp/reports/labreport/20190331/designthinking2018/ >

「英国・公共サービスのデジタル変革」調査研究 報告書,国際IT財団, http://www.ifit.or.jp/report/

「デンマークのスマートシティ: データを活用した人間中心の都市づくり」,中島健祐,学芸出版社, 2019年12月

http://www.ifit.or.jp/report/
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●マニュアルやガイドラインの整備状況 ●政府内のサービスデザインを所管する組織 ●具体的事例

シンガポー
ル

• 2015年に策定された現行のマス
タープランである「Design 2025」

a. 政府機関における
Design Thinkingの活
用

b. 政府職員に対する
Design Thinking研修

c. 大学との連携

• 「Design2025」を取りまとめ、推進している
Design Singapore Council（DSC）

• 政府機関のTransformation推進組織で
あるPublic Service Division（PSD）

• 政府主導で、広範な分野（政府機関、民間企業、教育機関、コ
ミュニティ）でデザイン政策が戦略的に展開

エストニア

• Estonian design 
development plan 2019 -
2022

• ツールキット「公共サービス
開発ツール」

• ・Public Sector and Social Innovation 
Task Force

・Estonian Design Centre

• ・e-Residency等

韓国

• 行政安全部って整備された
「公共サービスデザイン使用マニュア
ル」
英国デザイン協会主導の研究団体
であるSEEプラットフォームが開発し
た「公共部門サービスデザイン梯子」
を適用して、その成熟度を測定

• 各省庁を横断してサービスデザインを推進・支
援する組織「国民デザイン局」

• 韓国デザイン振興院
• 韓国政府による近年の公共サービスデザイ

ン・イニシャティブである「市民デザイングルー
プ」

• 行政安全部は、「市民デザイングループ」について20事例の成功事
例をケースブックとして公刊している

• いずれも成熟度は、「初期段階」

中国

• 特に無し • 特に無し • 特に無し

インド

• 特に無し • 特に無し • 特に無し

(出典) 「行政＆情報システム」,一般社団法人 行政情報システム研究所, 2019年6月号、2018年4月号、2017年4月号、2017年2月号
「行政におけるサービスデザイン推進に関する調査研究」 ,一社) 行政情報システム研究所, < https://www.iais.or.jp/reports/labreport/20180331/servicedesign2017/ >

「行政におけるデザイン思考の推進に向けた人材育成に関する調査研究」 ,一社) 行政情報システム研究所, < https://www.iais.or.jp/reports/labreport/20190331/designthinking2018/ >

「Estonian Design Centre」, <https://disainikeskus.ee/en>

（続き）
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類型 活用目的・規制の強度 意味合い

類型１
都市や環境の情報の把握・
対策に活かす

従来把握が難しかった都市や環境全体の状
況やリアルタイムの状況を把握する。
また、把握した情報に基づき政策を立案する

類型２
行政サービスの運用高度
化・最適化

住民のニーズや個々の状態を把握し、リソー
スマッチングを行うこと等を通じて、ニーズや状
態に即したサービス提供、都市インフラの運
営を行う

類型３ 企業や個人の行動を監視
主に、治安維持や保安、経済統制の観点
から、企業や個人の行動や状態をモニタリン
グする

類型４ 企業や個人の行動を誘導

都市の状態、企業・個人の行動を把握した
うえで、その状態を改善するために、企業・個
人に行動変容を促す（アプリで通知するな
ど）

類型５ 企業や個人の行動を制限
都市の状態、企業・個人の行動を把握した
うえで、その状態を改善するために、企業や
個人の行動を制限する

データを利活用した規制に関する事例については、利用シーン分類とともに、活用目的・規制の強度の観点から
５つに分類して整理した。

●交通
●災害・防災
●エネルギー
●防犯・治安
●インフラ管理
●環境保護
●税務・監査
●社会保障給付・ヘルスケア資格
●公共調達
●コロナ感染病対策
●教育
●その他の活用目的

利用シーン分類 活用目的・規制の強度
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利用シー
ン分類

国 タイトル 実施主体（組織名） 取組内容の要約 実施時期 活用目的・
規制の強度

●交通 中国 「道路パトロールロボット」、
「車両管理ロボット」、「事
故警戒ロボット」

河北省邯鄲市 道路パトロールロボットは、自動ナビゲーションシステムおよび車両違法行
為認識システム、写真撮影機能などを備えている。主要な機能としては、
自動パトロール、注意事項の広報、人間と車の認識、自己防衛、データ
ベース認証、自動充電などである。信号機とも連動している。
https://forbesjapan.com/articles/detail/29106

2019年 類型２

●交通 英国 「マンチェスター市のスマー
トシティ」

マンチェスター市
CityVerve

Talkative Bus System: バス停が位置関連情報を提供、乗客の存
在を運転手に通知
・City Concierge: ユーザの状況（車いす等）に応じて道案内
・Road Safety: センサー情報をドライバ、歩行者、自転車に通知して
安全確保
・Sensing Trams: トラムにセンサーを付けて、トラムの運行状況を提
供
・Smart Traffic Monitoring: カメラを使って渋滞状況をチェック
・Smart Parking: 公共交通機関の利用を促すような駐車場案内
https://cityverve.org.uk/
https://www.jst.go.jp/crds/pdf/2019/SP/CRDS-FY2019-
SP-01.pdf

2015~2017年 類型４

●交通 米国 スマート交通システム Rhythm 
Engineering

米ベンチャー企業 Rhythm Engineering 社では、人工知能を使って
交通量をリアルタイムで調整することが可能なスマート交通システムを提
供。発売以来、31の州と140の公的機関によってインストールされている。
https://www.ipa.go.jp/files/000053912.pdf

2008年（In | 
Syncのローンチ）

類型１

●交通 デンマーク「コペンハーゲンのスマート
シティPJ」

コペンハーゲン市 CITS（コペンハーゲン・インテリジェント交通ソリューション）は、交通渋滞
の改善と二酸化炭素排出量の削減、市民の安全性向上を目指すプロ
ジェクト。
適正なプライバシーレベルを保持しつつ、市内からWi-Fi端末を通じて自
動車や自転車利用者の位置情報を収集。長期的傾向を割り出し、気
象情報などその他パラメータと渋滞状況との相関関係を分析中。
https://www.soumu.go.jp/main_content/000454883.pdf

2012年 類型１

（続き）
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利用シー
ン分類

国 タイトル 実施主体（組織名） 取組内容の要約 実施時期 活用目的・
規制の強度

●交通 シンガ
ポール

Smart Urban 
Mobility 

スマートネーションアンド
デジタルガバメントオフィ
ス（SNDGO）

リアルタイムの需要データと交通データに基づき対応するデータドリブンの公
共交通システムを構築。通勤者の料金表から取得した匿名化されたデー
タを分析し、バスの運行計画を改善する。
https://www.smartnation.sg/what-is-smart-
nation/initiatives/Transport/open-data-and-analytics-for-
urban-transportation-1

開始時期不明 類型１

●交通 シンガ
ポール

衛星を使った電子道路
課金システム

シンガポール陸上交通
庁

GPS機能付きの車載機からのデータ等を活用して、交通管制当局が実
際の混雑状況を見ながら「入場ゲート」の場所を配置し直すことができ、
より柔軟な交通管制が可能となっている。
https://www.mhi-
ms.com/jp/research/sip/highlight/column_0003.html

2019年（次世代
ERP）

類型１

●インフラ
管理

中国 浄化槽や下水道等監視、
電灯のスマート制御、
地下排水管が地理情報
システム（GIS）でカ
バー

重慶市 重慶市江北区では、区全体の浄化槽や下水道等の危険源からの気体
（汚染状況）を24時間オンラインで監視するシステムを導入。
https://spc.jst.go.jp/hottopics/1912/r1912_yong.html

2010年 類型１

●インフラ
管理

シンガ
ポール

SNSP（Smart Nation政府テクノロジー局
（GovTech）

センサーやIoT、監視カメラの全国ネットワークを構築し、データの収集・蓄
積・分析を行い、都市計画やユーティリティの保守管理、事件への迅速な
対応などに活用（全国の11万本の街灯をネットワークに接続するなど）
https://www.jri.co.jp/MediaLibrary/file/report/researchre
port/pdf/11287.pdf

2019年（次世代
ERP）

類型１

（続き）
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利用シー
ン分類

国 タイトル 実施主体（組織名） 取組内容の要約 実施時期 活用目的・
規制の強度

●環境
保護

中国 大気汚染料金変更 天津市 中国天津市とシカゴ大学の研究は、暖房による大気汚染問題の解決に
取り組む。固定料金制から石炭の使用量に応じた料金制に変更するとい
う政策による、大気汚染への影響を実証。
https://forbesjapan.com/articles/detail/32976?n=1&e=12
381

不明 類型１

●環境
保護

デンマーク「コペンハーゲンのスマート
シティPJ]

コペンハーゲン市 コペンハーゲン市ではCopenhagen Connectingプロジェクトで市内に
敷設されたセンサーから収集されるビッグデータを解析し、トラフィック管理、
廃棄物管理、大気汚染や騒音の検知などが行われている。市民には、
盗難を防ぐために、車両、自転車、その他のアイテムなどの個人資産を
ネットワークにリンクするオプションもある。
https://datamakespossible.westerndigital.com/copenhage
n-smart-city-better-city/

2012年 類型１

●環境
保護

韓国 「IoTベースの微細粉塵
測定サービス」

盈徳郡 韓国の地方都市・盈徳郡では、「IoTベースの微細粉塵測定サービス」を
開始。主要20地点にPM2.5など人体に有毒な物質を測定する装置を
設置し、大気の質を測定し、その状況をリアルタイムで発表する。
また、大気の汚染が予測される時間帯に清掃車を道路に集中的に投入
したり、微細粉塵発生の主な要因である老朽化したディーゼル車の早期
廃車プロジェクトも拡大したり、有害物質の発生を抑制する計画。
https://roboteer-tokyo.com/archives/12608

2018年 類型１

●防犯・
治安

中国 監視カメラのネットワーク
化プロジェクト「天網工
程」

国家発展改革委員
会

中国では1.7億台の監視カメラが街頭に設置されていると言われている。
この監視カメラのネットワーク化プロジェクト「天網工程」が進んでいる。監
視カメラに映った人物の行動を人工知能で解析をして、何をしようとしてい
るのかを判断するDeepAction+という技術の研究も進んでいる。
https://ascii.jp/elem/000/001/846/1846766/

2020年（予定） 類型３

●防犯・
治安

中国 信用情報プラットフォーム 中国政府発展改革
委員会

「全国信用信息共享平台」（中国全国信用情報シェアプラットフォー
ム）は、公安・治安維持系、金融系、公的な賞罰情報などを統合した
信用情報データベースで、警察、検察、税務局などは、信用を失う行為
をした者（法人）に対する懲罰、逆に「素行良好」な者に対する表彰、
優遇など、あらゆる措置を行う権限がある。
https://wisdom.nec.com/ja/business/2018122701/index.
html

不明 類型5

（続き）
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利用シー
ン分類

国 タイトル 実施主体（組織名） 取組内容の要約 実施時期 活用目的・
規制の強度

●防犯・
治安

インド 監視カメラ インド政府 モディ政権はインド全土に監視カメラを設置し、これらのカメラから取得した
顔認証データを一元管理するシステムを構築する計画。撮影された顔認
証データはパスポートや指紋などの記録を含むデータベースとも連携させ、
容疑者や行方不明者、死体の身元確認に活用する。現在、インド国家
犯罪記録局（NCRB）が、管理システムの入札を実施中（入札開始日
2020/3/27)
https://www.bloomberg.com/news/articles/2019-09-
19/india-seeks-to-adopt-china-style-facial-recognition-in-
policing

（入札中） 類型４

●防犯・
治安

インド ウッタルプラデーシュ州
（UP）の犯罪者情報
「Trinetra」

ウッタルプラデーシュ州 2018年12月、「Trinetra」という名前のAI搭載のモバイルアプリケーション
を立ち上げ。 Trinetraには、50万人以上の犯罪者の記録があり、各犯
罪者の写真、住所、犯罪歴が含まれている。この情報は、地区警察、刑
務所、および政府鉄道警察（GRP）からの入力を通じて収集されている。
https://indiaai.in/case-study/ai-is-being-used-by-the-up-
police-to-catch-criminals

2018年 類型３

●防犯・
治安

韓国 著作権保護 ソウル市 ソウル市は今後、SNSやブログなどから、違法、また違法性が疑われるオン
ラインコンテンツをリアルタイムで収集・保存し、それらのパターンを人工知能
に学習させていく計画。
https://forbesjapan.com/articles/detail/22654

2018年 類型２

●防犯・
治安

韓国 特殊違反者の通報 国土交通部
法務部

2019年1月、国土交通部と法務部は地方自治体にリアルタイムでの特殊
違反者（special offenders）の位置情報を提供する合意覚書に調印
した。
https://www.gov.kr/portal/ntnadmNews/1756656  
http://www.emozak.co.kr/news/articleView.html?idxno=3
28 

2019年 類型5

●防犯・
治安

韓国 AI犯罪捜査 ソウル市 ソウル市は今後、SNSやブログなどから、違法、また違法性が疑われるオン
ラインコンテンツをリアルタイムで収集・保存し、それらのパターンを人工知能
に学習させていく計画。AIを活用し通常投稿と違法行為を勧誘するコンテ
ンツを分類することで、捜査官が特定のサイトを一つひとつ訪問する手間を
省く。
https://forbesjapan.com/articles/detail/22654

2018年 類型３

（続き）
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利用シー
ン分類

国 タイトル 実施主体（組織名） 取組内容の要約 実施時期 活用目的・
規制の強度

●災害・
防災

英国 マンチェスター市のスマート
シティ

マンチェスター市
CityVerve

Building Retrofit: 旧来のシステムを接続して活用
・Smart Facilities Management: 建築制限、ワークスペース最
適化、清掃を支援
・Next Generation Building Management System: 蓄電
設備でピーク電力削減
・Air Quality Monitoring: 大気の状態監視
https://cityverve.org.uk/
https://www.jst.go.jp/crds/pdf/2019/SP/CRDS-
FY2019-SP-01.pdf

2015
~2017年

類型１

●災害・
防災

米国 被災地画像データに基づ
く被害状況把握

連邦緊急事態管理庁
（FEMA）
米国家地球空間情報局
（NG A）

GeoQは、クラウドソースにより収集された被災地の写真データを基に
広地域における被害状況を査定し、災害後、最も被害の深刻な地
域に必要な救急／復旧リソースを効率的に割り当てたり、地理空間
情報を用いて各コミュニティにおける被害状況を把握することなどが可
能である。
https://federalnewsnetwork.com/technology-
main/2014/04/saving-lives-one-mobile-app-at-a-
time/

2014年 類型１

●災害・
防災

韓国 AIを使った「避難経路案
内システム」

韓国機械研究院 韓国では、火災発生時に地下鉄構内にいる人々を安全なルートで
逃がすため、AIを使った「避難経路案内システム」が開発されている。
駅構内に設置された30個以上のIoTセンサーから集めた、温度、一
酸化炭素、煙の濃度、また事前に消防士がコンサルティングしたデー
タを学習し、安全な避難経路を割り出す。
https://forbesjapan.com/articles/detail/31299

2019年 類型１

（続き）
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利用シー
ン分類

国 タイトル 実施主体（組織名） 取組内容の要約 実施時期 活用目的・
規制の強度

●コロナ
感染病
対策

中国 乗客データの活用による
感染拡大予防対策

「１２３０６」〈中国鉄路
の切符予約サイト〉
地方政府
予防・抑制機関

〈中国鉄路の切符予約サイト「１２３０６」〉は大量の乗客移動
データを活用して、地方政府や各クラスの予防・抑制機関に協力し、
新型肺炎の診断確定患者との車内における濃厚接触者の情報を
提供している。
（有料記事）2020/02/11 新華社ニュース（中国通信社）

2020年
（予定）

類型１

●コロナ
感染病
対策

韓国 コロナ感染者追跡システ
ム

保健福祉省 新型コロナウィルスの拡散を抑制するため、感染者や感染リスクのあ
る人の追跡システムを活用。移動履歴を突き止めるため、クレジット
カードの使用記録、防犯カメラ映像、携帯電話の位置情報、公共
交通用カード、入国管理記録などを精査することができる。
https://jp.wsj.com/articles/SB122911553540266445
16304586207690851702666

不明 類型５

●社会
保障給
付・ヘル
スケア資
格

エストニアeヘルス エストニア政府 e-Healthでは、ほぼ全ての住民の健康状態を登録することを医療
機関に義務付け、患者の情報、医療記録、病歴、過去の診断結
果等のデータを統合・保管。医療機関のオンライン予約も可能となっ
ている。また、公共サービスとも連携しており、運転免許証更新時に
は、必要な健康データが道路交通局に送られる
https://www.jri.co.jp/MediaLibrary/file/report/jrirevie
w/pdf/10767.pdf

2008年 類型２

●税務・
監査

中国 AI租税システム（脱税
検知）

国家税務総局 中国税務公務員30万人が入力した租税情報、脱税事例などビッ
グデータに基づき、人間が気付きにくい脱税まで捕捉できるAI租税
システムを開発。
https://roboteer-tokyo.com/archives/15425

不明 類型２

●税務・
監査

英国 金融市場の監視 金融行為監督機構
（FCA）
イングランド銀行（BoE）

FCAの最新のデータ戦略では、高度なデータ駆動型の規制当局に
なるための変換計画が設定されている。この戦略は、データ収集によ
り、市場がどのように機能するかについての理解を深め、FCAが企業
および市場の問題を効率的に予測、監視、および対応できるように
するための高度な分析および自動化技術の使用に対する組織の重
点の概要を示している。
https://www.bankofengland.co.uk/news/2020/januar
y/fca-and-boe-announce-proposals-for-data-reforms-
across-the-uk-financial-sector

不明 類型２

（続き）
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利用シー
ン分類

国 タイトル 実施主体（組織名） 取組内容の要約 実施時期 活用目的・
規制の強度

●教育 インド 中途退学棄権者の予測 アーンドラ・プラデーシュ州 アーンドラ・プラデーシュ州政府は、中途退学を減らすために、機械
学習プラットフォームを活用して、中途退学の危険性が高い生徒を
予測するツールを開発した。これに基づいて、政府は公立学校の利
点を生徒とその両親に認識させることにより、公立学校への入学を増
やすための取り組みを開始することを決定した。
https://indiaai.in/case-study/ai-is-being-used-to-
identify-potential-school-dropout-rate-in-andhra-
pradesh

2015年
（Microsoftとの
提携）

類型２

●その他
の活用目
的

英国 マンチェスター市のスマート
シティ

マンチェスター市
CityVerve

・Local Communities Platform: 旅行者と居住者のためのプ
ラットフォーム
・Community Forums: 多数のフォーラムを主催
・Art and Cultural Installations: IoT の価値をアートとして見
える化
・Gamification of Citizen Centric Areas: ゲーム要素を取り
入れ人の行動を誘導
・Air Quality Monitoring: 大気の状態監視
https://cityverve.org.uk/
https://www.jst.go.jp/crds/pdf/2019/SP/CRDS-
FY2019-SP-01.pdf

2015
~2017年

類型１

●その他
の活用目
的

米国 政策立案 FiscalNote 米ベンチャー企業 FiscalNote 社は、ビッグデータと人工知能を使っ
て様々なデータを分析し、新しい法案や規制が企業や業界全体へ
どのような影響を与えるか予測するサービスを提供
http://www.prweb.com/releases/2015/09/prweb129
68275.htm

2013年 類型２

（続き）
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(1)デジタルガバメントに関する法制度・行政内ルール・規制の在り方
①デジタルガバメントに関連する法制度の概要 ＜米国＞

1

最近の動向

2010年 2015年 2019年

オバマ政権時代に、組織横断型プロジェクトや組織を立ち上げて、デジタル化推進施策が行われた。トランプ政権
以後も、MTG法や21th IDEA法、オープンデータ法など、デジタルガバメントに関する各種法制度を整備している。

政府テクノロジー近代化法(MTG法）
2017年

21世紀統合デジタルエク
スペリエンス法

2018年

デジタル政府戦略2012年

オープンデータ法
2018年

連邦クラウドコ
ンピューティング
戦略2019年

コネクテッドガバメント法
（2018年）

18F（2014年3月創設）

米国デジタルサービス（USDS）（2014年8月創設）

米テクノロジー評議会（ATC）
（2017年5月創設）

トランプ政権発足

デジタル戦略

デジタルガバメント
に関する基本戦
略・基本法

関連する法制度

組織体制の変革

ビッグデータ研究開発イニシアティブ
2012年

連邦ビッグデータ研究開発
戦略計画 2016年



(1)デジタルガバメントに関する法制度・行政内ルール・規制の在り方
①デジタルガバメントに関連する法制度の概要 ＜米国＞

2017年5月、各省庁内にテクノロジー刷新のための運転資金等を創設することを通して、連邦政府のITシステ
ムの近代化を加速させることを規定した、政府テクノロジー近代化法が成立した。

政府テクノロジー近代化法 （MTG法）

• 全ての政府機関が、ITの近代化と運転のための資本ファンド（IT 
working capital fund: WCF）を設立することを許可

• 連邦政府全体の技術関連活動、情報技術の改善、サイバーセキュリティの
強化等のための、技術近代化基金（Technology Modernization 
Fund: TMF）及び技術近代化委員会（Technology 
modernization board）の設立を規定

 MGT法は、政府機関に財政的資源と技術的専門知識を提供することに
より、連邦政府の技術を改善するための、トランプ政権の継続的な努力の
重要な要素と位置付けられるもの

成立・
公布時期

所管組織

法令・
制度名称

• 政府テクノロジー近
代化法
（Modernizing 
Government 
Technology Act
：MGT法）

• 2017年5月成立
• 2017年12月1発効

• 米国連邦議会（制
定）

 MGT法により、政府機関は最新の技術ソリューションに投資することで、以
下を実現することができる

 MGT法には、政府機関のIT近代化のニーズに対応する、2つの主要な規
定がある

• 公共へのサービス提供の改善、機密性の高いシステムとデータの保護、税金
の節約

(出典) 「Modernizing Government Technology Act」（https://www.congress.gov/bill/115th-congress/house-bill/2227/text） 2



(1)デジタルガバメントに関する法制度・行政内ルール・規制の在り方
①デジタルガバメントに関連する法制度の概要 ＜米国＞

米国では「 21世紀統合デジタルエクスペリエンス法」が2018年12月に成立。政府のWebサイトやサービスのユ
ーザ体験を改善することが、すべての行政機関に義務付けられた。

21世紀統合デジタルエクスペリエンス法（ 21st Century IDEA法）

 政府のWebサイトやサービスのデジタル体験を改善するために、すべての
行政機関に以下を義務付けている。

成立・
公布時期

所管組織

法令・
制度名称

• 21世紀統合デジタ
ルエクスペリエンス法
（ 21st Century 
IDEA法）

• 2018年12月

• 米国連邦議会
（制定）

 政府機関は、米国のWeb Design Systemを使用して、Webサイトの
標準（下記の８つの要件を満たす）に準拠する必要があるとしている

① ウェブサイトの近代化
② サービスとフォームをデジタル化
③ 電子署名の使用を加速
④ 顧客体験を改善
⑤ 集中化されたシェアードサービスへの標準化と移行

(出典) 「21st Century Integrated Digital Experience Act」（ https://digital.gov/resources/21st-century-integrated-digital-experience-act/ ）

1.アクセシブル-セクション508に従って障害を持つ個人がアクセスできる
2.一貫性-一貫した外観を持つ
3.Authoritative-既存のWebサイトと重複または重複しない 4.Searchable-検索機能が

含まれる
5.Secure-安全な接続を介して提供される
6.ユーザー中心-データ駆動型分析によりユーザーのニーズに合わせて設計する
7.カスタマイズ可能-よりカスタマイズされたデジタルエクスペリエンスのオプションを提供
8.モバイルフレンドリー-モバイルデバイスで機能し、使用可能

3



(1)デジタルガバメントに関する法制度・行政内ルール・規制の在り方
①デジタルガバメントに関連する法制度の概要 ＜米国＞

2012年5月、オバマ政権下で、アメリカ国民のためにより良く機能する21世紀の政府を構築することを目的とし
て、「デジタル政府戦略」が策定された。

デジタル政府戦略

 次の3つの柱を目的とし、12か月のロードマップにマイルストーンとなる施
策を配置している

成立・
公布時期

所管組織

法令・
制度名称

• デジタル政府戦略（
Digital 
Government 
Strategy (May 
2012)

• 2012年5月公表

• 連邦政府CIO APIを活用したプラットフォームの構築、モバイル対応の電子行政サービス
、政府職員のBYODの活用等を打ち出している

• 市民がいつでも、どこでも、どのデバイスからでも、高品質のデジタル政府情報
とサービスにアクセス可能

• スマート、安全かつ手頃な方法で、デバイス、アプリケーション、及びデータを
調達・管理

• 国家全体にイノベーションをもたらし、アメリカ国民のサービスの質を向上させ
るため、オープンデータを促進

(出典) 「Digital Government Strategy」（https://digital.gov/resources/2012-digital-government-strategy/） 4



(1)デジタルガバメントに関する法制度・行政内ルール・規制の在り方
①デジタルガバメントに関連する法制度の概要 ＜米国＞

2019年1月14日、オープンデータ法が発効され、連邦政府機関に、全ての機密でないデータを、機械可読形
式かつオープンフォーマット・オープンライセンス下で公開することが義務付けられた。

オープンデータ法

 次の3つの柱を目的とし、12か月のロードマップにマイルストーンとなる施
策を配置している

成立・
公布時期

所管組織

法令・
制度名称

• オープンデータ法 （
Open, Public, 
Electronic and 
Necessary 
(OPEN) 
Government 
Data Act）)

• 2018年12月成立
• 2019年1月14日発効

• 米国連邦議会
（制定）

• 市民がいつでも、どこでも、どのデバイスからでも、高品質のデジタル政府情報
とサービスにアクセス可能

• スマート、安全かつ手頃な方法で、デバイス、アプリケーション、及びデータを
調達・管理

• 国家全体にイノベーションをもたらし、アメリカ国民のサービスの質を向上させ
るため、オープンデータを促進

（出典） 「S.760 - Open, Public, Electronic, and Necessary Government Data Act」（ https://www.congress.gov/bill/115th-congress/senate-bill/760? ）

 全ての政府データについて、基本的にオープンとすること、機械可読形式と
し、かつオープンライセンスの下で提供すること等を定めている

• 同法は、より上位の法である「Foundations for Evidence-Based 
Policymaking Act（FEPA）」の一部を成している。

• また、本法の方針は、トランプ政権下でも基本的に維持されている。

5



(1)デジタルガバメントに関する法制度・行政内ルール・規制の在り方
①デジタルガバメントに関連する法制度の概要 ＜米国＞

2019年6月24日に公表された「連邦クラウドコンピューティング戦略」は、「クラウド・ファースト」を謳い2011年に
公表された同名の戦略を更新し、政府機関によるクラウドベース・ソリューションの採用を加速させるものである。

連邦クラウドコンピューティング戦略

 クラウド導入成功の3本柱：セキュリティ、調達及び労働力に基づき、戦
略を実行するためのアクションアイテムのリストを作成

成立・
公布時期

所管組織

法令・
制度名称

• 連邦クラウドコンピュ
ーティング戦略
（Federal Cloud 
Computing 
Strategy）

• 2019年6月24日公表

• 連邦政府CIO

 セキュリティ：信頼できるインターネット接続、継続的なデータ保護と認識、
FedRAMP を、技術の進歩と共に発展すべき連邦安全保障戦略の主要な
要素として捉え、政府機関はセキュリティとプライバシーに対し、全体的で成果
重視のアプローチをとるべき

 調達：調達に向けた努力の最優先事項として、セキュリティとプライバシーを考
慮し、新しいソリューションのビジネスプロセスに対する独立性を評価。またビジ
ネス継続性及び災害復旧計画を更新すべき

 連邦の調達専門官やIT専門家が、クラウドベースのソリューションの費用対効果の
高い、安全な調達を確保するために考慮すべき事項として次を掲載：契約のカテゴ
リー管理、SLAの使用の改善、契約のセキュリティ要件

 労働力：政府機関の任務の遂行、公共サービスの提供、国家の重要システ
ムと情報へのセキュリティの提供等において、不可欠な役割を果たすIT労働力
を確保するため、政府機関のクラウド戦略とポリシーには、クラウドベースのサー
ビスへの変革とトレーニングへのアプローチを調整するための、人材の開発及び
計画コンポーネントを含めるべき

（出典） 「Federal Cloud Computing Strategy」（https://www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/2019/06/Cloud-Strategy.pdf） 6



(1)デジタルガバメントに関する法制度・行政内ルール・規制の在り方
①デジタルガバメントに関連する法制度の概要 ＜米国＞

米国デジタルガバメントに関する、その他の関連法制度の概要は以下のとおり。

その他 関連法制度

分類 文書名 発行日 概要

データ活用、オープンガバメ
ントに関するもの

電子政府法（E-Government 
Act of 2002）

2002年 政府情報のアクセシビリティ、使用、保護について記述。

コネクテッド・ガバメント法
（Connected Government 
Act）

2018年 新規・登録済みの連邦政府のウェブサイトを、モバイル対応させ
ることを定めたもの。GSA及びOMBは2019年に政府機関が同
法を導入し、コンプライアンスに遵守すべきかを示す報告書を議
会に提出。

行政手続の電子化、オンラ
イン化に関するもの

21世紀統合デジタルエクスペリエ
ンス法（21st Century IDEA）
2018年

2018年 政府のWebサイトやサービスのデジタル体験を改善するために、
すべての行政機関に以下を義務付けている。
①ウェブサイトの近代化
②サービスとフォームをデジタル化
③電子署名の使用を加速
④顧客体験を改善
⑤集中化されたシェアードサービスへの標準化と移行

eID、公的認証に関するも
の

The Federal Identity, 
Credential and Access 
Management (FICAM)
Roadmap and 
Implementation Guidance

2011年 ICAMプログラムの計画と実行に必要な共通のフレームワークと
実装のガイダンスを連邦政府に提示。
移行ロードマップとマイルストーンを含む。

OMB M04-04
NIST SP-800-63B

2003年策定～
2019年更新

認証の保証レベルを規定（IAL、FAL、AAL）

7



(1)デジタルガバメントに関する法制度・行政内ルール・規制の在り方
②行政におけるＡＩ 利活用と倫理に関する整理の動向 ⅰ.AI利活用＜米国＞

AI国家戦略

（出典） 「ICTワールドレビュー（October/November 2019 Vol.12 No.4）」（一般財団法人マルチメディア振興センター発行）

トランプ政権では、オバマ政権の戦略を引き継ぎ、AIに係る国家戦略（イニシアティブ）を立ち上げている。オバ
マ政権における政策提言を受け継ぎつつも、より米国の科学技術分野でのリーダーシップや国防領域における

AIを重視している。

AIにかかる規制・制度、研究開発、経済・
雇用、公正性・安全性、安全保障等につ
いて、連邦政府機関等に対する23の提言
を実施。

同年同月に、「米国人工知能研究開発
計画」が公表。2016年12月には、大統
領府は、AI駆動型の自動化が経済に与え
うる影響について検討した「人工知能・自
動化と経済」を公表

オバマ政権時 トランプ政権時

• 「AI研究開発への投資」
• 「AI資源の開放」
• 「AIガバナンス基準の設定」
• 「AI労働力の構築」「国際的な関与

とAIの優位性の保護」の5つを指針と
して掲げている。

「人工知能の未来に備えて」 など

2016年10月公表公表時期

所管組織

文書名

NSTC、OSTPが中心となり取りまとめ

内容

公表時期

所管組織

文書名

内容

「American AI Initiative」

トランプ大統領が発した大統領令

2019年2月公表

8



(1)デジタルガバメントに関する法制度・行政内ルール・規制の在り方
②行政におけるＡＩ 利活用と倫理に関する整理の動向 ⅱ.AIと倫理に関する議論＜英国＞

9（出典）「ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND ITS IMPACT ON PUBLIC ADMINISTRATION」（国立行政アカデミー）

2019年に、国立行政アカデミーの行政における人工知能・ロボティクスの活用とインパクトに関するWGが「
ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND ITS IMPACT ON PUBLIC ADMINISTRATION」を発表。

情報
プライバシー

（Privacy）

匿名性
（Anonymity）

差別
(Discrimination)

多くの場合AIシステムは、他の目的で収集された個人情
報を利用する。
技術の進歩により、従来のデータ収集・処理に対する規制
では間に合わなくなっている。

ビッグデータや技術の進化により、個人の匿名性確保が無
意味になっている。Latanya Sweeney氏などの研究によ
れば、ごくわずかの特性だけで個人の特定が可能であり、デ
ータベースを匿名化することは難しくなっている。これは特に
医療データなどの分野で問題となる。

人種や宗教などの特定の要素に基づいて差別されることの
ないよう、公平さと一貫性がAIシステムでも確保されている
かどうかについて、議論がある。 （給付金の認定や、前科
による制限、サービスや治療へのアクセス、補助金や免除
など）

自律性
（Autonomy）

行政プログラムの新しいツールとして、社会的に有益な選
択に人々を誘導する「ナッジ」がある。Cass Sunsteinは、
ナッジが人間の福祉・自律性・尊厳を向上させるのか否か
について、倫理的評価を行っている。AIシステムにより特定
の個人を標的にナッジが行われた場合に、ナッジが倫理的
に適切かどうかについて議論が生じる。

行政機関がAIを活用する際、収集されたデータが適切か
、情報過剰によりデータの信頼性と適切性に混乱が生じ
る可能性はないか、といった問題がある。また、SNSなどの
データを監視することは倫理的な懸念、AIが本当に適切
な技法や有意義な項目の検索・解析を行っているかも指
摘されている

監視
（Surveillance）

AIと倫理に関するルール 保持すべき倫理的価値の整理

• 公共行政における人工知能とITSの影
響
（ARTIFICIAL INTELLIGENCE 
AND ITS IMPACT ON PUBLIC 
ADMINISTRATION）

• 国立行政アカデミーの行政における人
工知能・ロボティクスの活用とインパクト
に関するWG

文書名

発行日
• 2019年

発行
主体



(1)デジタルガバメントに関する法制度・行政内ルール・規制の在り方
③デジタル時代における法策定プロセス改革の動向 ＜米国＞

米国では、デジタル時代における法策定プロセス改革の動きは見られない。

デジタル時代における法策定プロセス改革の動向

特になし
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（2）デジタルガバメントに関する システムアーキテクチャーの在り方
①デジタルガバメントに関するシステムアーキテクチャーの概要 ＜米国＞

オバマ大統領名で2012年に発出されたイニシアティブ 「Digital Government Building a 21st 
Century Platform to Better Serve the American People」において、3層構造のアーキテクチャーが提

唱されている。

 このとき、OMB（行政管理予算局）が主導してトップダウンでアーキテクチャー構造を変革しようとしたが、モデル自体の複雑
性や、各省庁の業務の多様性などが原因で、全体には浸透していない。

アーキテクチャーの基本構造（提唱案として）

（出典）「Digital Government Building a 21st Century Platform to Better Serve the American People」

情報層

デジタル情報（国勢調査や雇用データなどの構
造化情報だけでなく、ファクトシート、プレスリリース
、コンプライアンスガイダンスなどの非構造化情報
も含む）

プラットフォーム
層

情報の管理に使用されるすべてのシステムとプロセ
スを含む。コンテンツ管理、Web API、アプリケー
ション開発などのプロセス、人事や財務管理などの
ミッションクリティカルなIT機能をサポートするサービ
ス、情報へのアクセスに使用されるハードウェア（
モバイルデバイスなど） など

プレゼンテー
ション層

情報を整理して顧客に提供する方法、すなわち
、政府や民間部門が政府の情報（データやコン
テンツなど）をデジタルで配信する方法を表してい
る。ウェブサイト、モバイルアプリケーション、その他
を含む。

【図表・米01】The Layers of Digital Services

11



（2）デジタルガバメントに関する システムアーキテクチャーの在り方
①デジタルガバメントに関するシステムアーキテクチャーの概要 ＜米国＞

「情報セントリック」「共有プラットフォーム」「顧客セントリック」「セキュリティとプライバシー」の4原則に加えて、「デー
タとプレゼンテーションの分離」を原則とする。

12

アーキテクチャー策定の考え方

• コンシューマにとっての使いやすさの観点から、「ドキュメント」の管理から、タグ付け、共有、セキュリティ保護、
マッシュアップ等が可能なオープンデータおよびコンテンツの管理に移行する。

 「情報セントリック」アプローチ

アーキテク
チャー策定の
背景・考え方

• 「セキュリティとプライバシー」のプラットフォームは、情報とプライバシーを保護するためのデジタルサービスの安
全かつ確実な配信と使用を保証することで、イノベーション実現を確実にする。

 「 共有プラットフォーム 」アプローチ

• 行政機関内および行政機関間での共同作業を支援し、コストの削減、開発の合理化、一貫した標準の
適用、情報の作成および配信方法の一貫性を確保する。

 「 顧客中心 」アプローチ

• ウェブサイト、モバイルアプリケーション、ローデータセット、その他の方法を通じて、データの作成、管理、表示
方法を変革し、顧客がいつでも、どんな形でも、望ましい形で情報を形成、共有、消費できるようにする。

 セキュリティとプライバシー

以下の４つの原則に従う。また、 「データとプレゼンテーションの分離」を原則とする。

（出典）「Digital Government Building a 21st Century Platform to Better Serve the American People」



（2）デジタルガバメントに関する システムアーキテクチャーの在り方
①デジタルガバメントに関するシステムアーキテクチャーの概要 ＜米国＞

米国政府のデジタル化を推進する主な組織には、民間出身のデザイナーやエンジニアが多く登用されており、公
共向けデジタルサービスの開発やITプロジェクト推進に深く関与している。

13

米国政府のデジタル化を推進する主な組織

民間
の

関与・
手法

策定主体

18F 米国デジタルサービス（USDS） 米テクノロジー評議会（ATC）

（2017年5月創設）（2014年3月創設） （2014年8月創設）

米連邦政府一般調達局（
General Services 
Administration：GSA）内に
設置されたデジタルサービス組織。
各連邦政府機関とのITプロジェク
トを通じて、政府機関に「リーン・ス
タートアップ（lean startup32）
」の実践手法を教授し、各機関が
同手法を継続的に実践できるよう
にする役割で、オープンソースソフト
ウェアやクラウドサービスを利用する
ことを奨励している。

行政管理予算局（OMB）に設
置されたデジタルサービス組織。
政府の提供する最も重要な公共
向けデジタルサービスの利便性と
信頼性を高めるため、テクノロジー
及び設計面で業界のベストプラク
ティスを採用しながら、各政府機
関と協働でサービスの改善に取り
組むことを任務とする。大幅な指
揮の方向転換が必要な政府のIT
プロジェクトに介入し、トップダウン
で指導する

政府テクノロジー近代化法案（
Modernizing Government 
Technology Act：MGT法）が
提出されたことを受け、大統領令
により新設された。
連邦政府機関におけるITシステム
の安全で効率的かつ経済的な活
用を推進するため、各政府機関の
IT活用及びITシステムを通じて提
供されるデジタルサービスの構想、
戦略、方向性を調整する役割。

デザイナーやソフトウェアエンジニア
、ストラテジスト、プロダクトマネージ
ャーなど、およそ200名のテクノロジ
ー専門家から構成されている。

民間からデザイナー、ソフトウェアエ
ンジニア、技術製品管理者、テク
ノロジーリーダーを登用。

大統領自身が会長（
Chairman）、Microsoft社元
幹部のChris Liddell氏がディレク
タをそれぞれ務め、民間IT企業か
ら評議員が参画している。



（2）デジタルガバメントに関する システムアーキテクチャーの在り方
②アーキテクチャー上「共通機能」と位置づけられる機能に関する事柄 ＜米国＞

米国では、GSA（連邦政府調達庁）が中心となって、政府横断の認証サービス、政府調達のための決済サー
ビス、セキュリティレベルの高いクラウドサービスなどが提供されている。

アーキテクチャー上「共通機能」と位置づけられる機能

分類 名称 詳細

認証 login.gov

行政サービスへのアクセスを、政府機関を問わず同一のユーザー名
とパスワードで行えるシングルサインオン・プラットフォーム

※login.govでは、本人認証だけでなく、ID保証情報（電子
メールアドレス、パスワード、電話番号、社会保障番号等）により
ユーザーの身元確認（identity proofing）も行える

決済 GSA SmartPay

政府調達のための政府チャージカード・決済サービス（ＧＳＡが
提供するシェアードサービスの１つ）。560以上の連邦政府機関、
組織、およびネイティブアメリカンの部族政府にサービスを提供。行
政機関は、支出データやパフォーマンスデータへのアクセス、トランザ
クションの監視も可能。

PaaS Cloud.gov

政府の安全性基準に準拠したＰａａＳ。18Fが政府のウェブサ
イトやAPI、アプリケーションのホスティングを行うために立ち上げたも
ので、政府サービスのクラウド化を推進するために提供されている。
現在、Amazon Web Servicesがプロバイダー。FedRAMP
Joint Authorization Board（JAB）から中程度の影響レベ
ルで暫定的な運営機関（P-ATO）としての承認を受けている。

（出典）「login.gov」（https://www.login.gov/）
（出典）「Cloud.gov」（https://cloud.gov/docs/overview/what-is-cloudgov/）
（出典）「Digital.gov」（https://digital.gov/resources/） 14

https://www.login.gov/
https://cloud.gov/docs/overview/what-is-cloudgov/
https://digital.gov/resources/


（2）デジタルガバメントに関する システムアーキテクチャーの在り方
②アーキテクチャー上「共通機能」と位置づけられる機能に関する事柄 ＜米国＞

各サービスの管理主体、利用状況は以下のとおり。

アーキテクチャー上「共通機能」と位置づけられる機能に関する事柄（管理主体、利用状況）

分類 名称 管理主体 利用状況

認証 login.gov

米連邦政府一般調達局
（General Services 
Administration：GSA）
とUS Digital Service.
（USDS）の共同開発

・利用できる行政サービス：17機関、60以上の
アプリケーション
・延べ利用者数：1700万人以上
・登録ユーザ数：500万人以上（2018年5月
現在）

決済 GSA SmartPay
18F、米連邦政府一般調
達局（General Services 
Administration：GSA）

・決済総額：4980億ドル以上
・トランザクション： 16.8億
・払い戻し額：38億ドル以上
（GSA SmartPay® Charge Card and 
Related Payment Services Update and 
Transition Overview 2017年度まで）

PaaS Cloud.gov
18F、米連邦政府一般調
達局（General Services 
Administration：GSA）

n/a

（出典）「login.gov」（https://www.login.gov/） 15

https://www.login.gov/


（2）デジタルガバメントに関する システムアーキテクチャーの在り方
①デジタルガバメントに関するシステムアーキテクチャーの概要 ＜米国＞

16
（出典）「AWS Public Sector Blog」（https://aws.amazon.com/jp/blogs/publicsector/cloud-gov-on-aws-govcloud-us-now-fedramp-authorized/）

GSA SmartPayは、1998年頃から導入されている。2014年3月にGSA内にデジタル化推進組織18Fが設
立されて以降、login.govやCloud.govなどの新しいサービスが追加された。

GSA SmartPay

(1998年頃～）

login.gov
（2017年4月～）

「共通機能」の更新タイミング

2010年 2015年 2019年

Cloud.gov

（2017年～AWS採
用）

18F（2014年3月創設）

米国デジタルサービス（USDS）
（2014年8月創設）

米テクノロジー評議会（ATC）
（2017年5月創設）

2000年

https://aws.amazon.com/jp/blogs/publicsector/cloud-gov-on-aws-govcloud-us-now-fedramp-authorized/


（2）デジタルガバメントに関する システムアーキテクチャーの在り方
②アーキテクチャー上「共通機能」と位置づけられる機能に関する事柄 ＜米国＞

共通機能の利用促進に向けては、login.govについては、サービスに統合する方法を解説した「Identity 
Playbook」を提供しているほか、コードやサポート文書をオープンソースとして公開している。

17

（出典）「ID Management.gov」（https://www.idmanagement.gov/）
（出典）「login.gov」（https://www.login.gov/playbook/principles/）

「共通機能」の利用促進に向けた取り組み

APIガイド・
ツールキット

オープン
ソース化

民間企業
の需要喚起

その他
独自施策

• サービス開発ガイドを提供
• GSAは、政府機関がlogin.govを各サービスに統合する方法を説明した「Identity Playbook」を

提供している。

• （特になし）

• （特になし）

• コードやサポート文書をオープンソースとして公開
• GSAは、login.govプラットフォームの開発に係るすべてのコード及びサポート文書を、業界のセキュリ

ティ及びテクノロジー専門家から継続的なフィードバックを得て改善を図るためオープンソースとして公
開している。

https://www.idmanagement.gov/
https://www.login.gov/playbook/principles/


認証方式 認証方法 該当する行政サービスの例

login.gov

• 2段階認証・2要素認証
①ユーザーが記憶するユーザー名とパスワード、
②ユーザーが所持する携帯電話にSMS又は電話の
呼び出しにより通知されるワンタイムパスワード（もしく
はモバイル端末のアプリケーションを用いてQRコードを
スキャンして生成されるワンタイムパスワード）

• login.govは、NISTが定める、LOA1とLOA3 
2つのレベルに対応している。（LOA1とLOA３
では、ユーザに要求するID情報や、行政機関に
渡すデータの範囲などが異なる）

• 税関・国境警備局（Customs 
and Border Protection：
CBP）のTrusted Travelerプログ
ラムのウェブサイト

• 連邦人事管理局（OPM）の運営
する政府関係求人サイト
「USAJobs.gov」

• GSAの入札管理システム
（System for Award 
Management：SAM）のウェブサ
イトなど

（2）デジタルガバメントに関する システムアーキテクチャーの在り方
③ユーザー認証について ⅰ.ユーザ認証の種類 ＜米国＞

login.govでは、知識情報と所有物との2段階でログインを完了する2要素認証に対応している。

ユーザー認証の種類

（出典）「米国行政に お け る 電子化 デジタルガバメント 及 び クラウド活用 の 現状」（ジェトロニューヨークだより、2018年8月）（https://www.ipa.go.jp/files/000068889.pdf）
（出典）「Identity, Credential, and Access Management (ICAM) Challenges, Best Practices, and Recommendations 」（2018年9月）

（ACT-IAC: Advancing Government Through Collaboration, Education and Action） 18
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（2）デジタルガバメントに関する システムアーキテクチャーの在り方
③ユーザー認証について ⅱ 認証方式の選択のためのリスク分析手法＜米国＞

①各行政機関は、「リスクアセスメント」の結果と 認証に関する追加の考慮事項を組み合わせ、
AAL（Authenticator Assurance Level：認証保証レベル）を判定する。②AALに基づいて、各機関が

デジタルサービスの提供に最適な要件を決定する。

認証保証レベル 求められる認証方式

AAL1: 単要素認証でよい。
多様な認証技術が利用可能である。認
証を成功させるには, Claimantがセキュ
アな 認証プロトコルを通じて
Authenticator を保持・管理している
ことを証明する必要がある。

AAL2: セキュアな 認証プロトコル によって、2要
素認証が必要。
・2要素目の認証手段はソフトウェアベー
スのものでもよい。

AAL3: 2要素に省が必要。
・かつ、 暗号プロトコルによる鍵所有証
明 (Proof of Possession) に基づい
ている必要がある。 AAL2 に加え 耐タ
ンパ性のある “ハードの”
Cryptographic Authenticator を要
求する（例：ハードウェアトークン等）

（出典）「NIST Special Publication 800-63-3 Digital Identity Guidelines」
（https://openid-foundation-japan.github.io/800-63-3-final/sp800-63-3.ja.html#authentication）

影響カテゴリー
Assurance Level

1 2 3

不便, 苦痛, または社
会的地位やレピュテー
ションの毀損

Low Mod High

経済的損失または機
関の負債

Low Mod High

機関のプログラムや公
共の利益への損害

N/A Low/Mod High

Authorize のないセ
ンシティブ情報の公開

N/A Low/Mod High

個人の安全 N/A Low
Mod/Hig

h

民事または刑事上の
違反

N/A Low/Mod High

認証保証レベルの分類 リスクアセスメントの評価基準

19

https://openid-foundation-japan.github.io/800-63-3-final/sp800-63-3.ja.html#authentication


（参考）AALの決定木

Step 1 では Authentication 失敗の潜在
的影響に着目する. これはつまり, 

Authorize されていないユーザーが正規
のユーザーアカウントに Access できた
場合, 何が起こるかということである. 片
方にはネガティブな影響がない場合でも, 

もう一方には著しい被害が及ぶ可能性も
あるため, リスクは組織およびユーザー
の両方の視点で考慮すべきである. 機関
の Risk Management プロセスはこのス
テップから開始されるべきである. 

Personal Information にオンラインでア
クセス可能な場合は, MFA（多要素認証）
が必要となる. この決定木の他のパスで
はすでに MFA が必要な AAL が確定し
ているため, Personal Information に関
して問われるのはこの段階のみとなるこ
のステップで重要な点は, Personal 

Information をオンラインで収集しない場
合, AAL2 以上を要求するために
Personal Information を確認・検証する
必要はないということである

【図表・米02】AALの決定木

（出典）「NIST Special Publication 800-63-3 Digital Identity Guidelines」
（https://openid-foundation-japan.github.io/800-63-3-final/sp800-63-3.ja.html#authentication） 20
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（2）デジタルガバメントに関する システムアーキテクチャーの在り方
③ユーザー認証について ⅲ 同意・承諾等の真正性を確保するための要件＜米国＞

login.govでは、PKIを使用することで真正性を保証するとともに、ネットワークトラフィックの監視と記録を行って

いる。また、システム管理者は、ユーザのアクティビティに関するレポートを生成することができる。

同意・承諾等の真正性を確保するための要件

（PKIを利用した認証）

• login.govでは、NIST基準を満たす二段階認証の１つとして、PKIを使用。PKIでは、電子署名の暗号化により、手続
や文書の真正性を確保している。

（login.govのセキュリティポリシーの記載）

• ネットワークトラフィック（login.govを出入りするデータ）の監視と記録が行われ、情報を変更したり、損害を与えたりする不
正な試みを特定する。

（login.gov Privacy Impact Assessment（2018年））

• システム管理者とセキュリティ担当者は、個人に関するレポートを生成できる。

• 潜在的なインシデントを調査し、問題を診断する。

• 特権ユーザーは、ユーザーの最新のサインインなどのユーザーアクティビティに関するレポートを生成できる（ユーザーが
login.govを使用してアクセスした機関、および多要素の方法、ユーザーがアカウントに対して有効にした認証など）

（出典）「login.gov」（https://www.login.gov/docs/Privacy-Impact-Assessment%209-18.pdf）
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（3）基本データ（Ｂａｓｅｒｅｇｉｓｔｒｙ）に関する事項
①基本データの概念の有無 ＜米国＞

米国では、データ戦略的利用の観点からデータ管理の一貫性を確保する動きがあり、政策、人材、プロセス、プ
ラットフォームを整備することでデータ環境を整備する動きがある。『プライバシー保護を目的とする諸法順守』を

条件に、連邦政府省庁間・連邦政府と州の間では、覚書（MOU）を交わすことでデータ共有が行われている

基本データの概念の有無

 Federal Data Strategy & Action Plan 2020のAction 18では、連邦政府のデータ管理の一貫性を確保するための
方針が定められている。

• GSAは、2020年9月までにEvidence Actに基づくオープンデータと連邦データカタログの要件に沿ったメタデータ管理、デー
タホスティング、API機能を開発し、試験運用する。

• GSAが連邦政府のオープンデータ「data.gov」のソースコードを活用して開発する予定。
• また、Action20では、GSA、OMB、NISTが、省庁間のデータ標準を開発・普及させるために、データ標準レポジトリを作成

するという目標が掲げられている。

（出典）「DATA.gov」（https://www.data.gov/）
（出典）「Everything You Need to Know About the 2020 Federal Data Strategy Action Plan」

（https://governmentciomedia.com/everything-you-need-know-about-2020-federal-data-strategy-action-plan）

 『プライバシー保護を目的とする諸法順守』を条件に、連邦政府省庁間・連邦政府と州の間では、覚書（MOU）を交
わすことでデータ共有が行われている。

• 米国では、州・連邦レベルで情報収集し、データベースをもっており、必要に応じてデータの共有は行うが、データ連携はなさ
れていない。

• 政府機関を横断してデータを共有する際は、法令・規則のもとデータを共有する者同士で、合意（＝MOU等)を交わす
必要がある。

• “basic registries”は存在しないが、 “federal data catalogue: Data.gov.”（オープンデータカタログ）を有してい
る。

（OMB（行政管理予算局）へのヒアリング結果）
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（参考）政府機関を横断するデータ共有について（1/4）

米国では、プライバシー法に順守される形で 、各省庁間および州政府の間で、個人情報を含むデータが共有さ
れている。多くの場合、データ共有するお互いの機関の間で、MOUを交わす、データ共有ができるような法律を

新たに成立させる、もしくはデータ共有という観点から限定的な特別な合意書を取り交わすなどのやり方がある 。

（出典）「Sharing sensitive data within government. Sunlight Foundation. 2015. 」
（https://sunlightfoundation.com/2015/02/11/sharing-sensitive-data-within-government/）

 連邦・州政府や地方自治体は覚書（Memorandums of Understanding：MoUs)、情報共有を可能とする法案の可
決、special limited agreementsの設立などを通した公式・非公式の情報共有のための手段を持つ

政府機関を横断するデータ共有の方法について

• MOUの締結による省庁間のデータ共有は、政策セクターおよび地理的位置により様々なものがある。
• 少年司法は省庁間のデータ共有が活発に行われている分野である。

• MoUを締結できない州・地方自治体は、州・地方の立法により州・連邦のプライバシー法を改正することが
可能である。
• 州政府の省庁が他の省庁のデータへアクセスを求めているが、データプライバシー法によりそれが禁止

されている場合、データ共有を可能とする法律を制定することで、州・連邦政府間のデータ共有が可
能になる。例えば、ミネソタ州は省庁をまたいだ郡レベルでのデータ共有法案を可決している。

覚書
（MOU）

州・地方の法
制度State 
and local 
legislation

司法分野
の例

 児童福祉・少年司法領域
• 19州で連携方法としてMOUを締結（データ共有を実施している全27州のうち）

 医療・更生システム領域
• テキサス州とコネチカット州が受刑者の健康をサポートするためにMoUを締結

• 35の州が少年司法関連の事項の改善のためのデータ共有やデータベースのエビデンスの追
求を許可するための法律を可決している。

• 省庁間データ共有によって、取り調べの際に、労働人口データ、医療・社会福祉データを
用いて、受刑者の教育プログラムや雇用状況の相関関係などを調査することが可能

司法分野
の例
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（参考）政府機関を横断するデータ共有について（2/4）
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具体的に、保健福祉省が他機関へデータ提供を行っている状況をみると、数多くの法令・規制を考慮しなけれ
ばならないこと、多くの場合には、個別に提供先とのMOUを締結しなければならないことが分かる。

（出典）「Sharing sensitive data within government. Sunlight Foundation. 2015.」
（https://sunlightfoundation.com/2015/02/11/sharing-sensitive-data-within-government/）

 2019年12月にLEVERAGING DATA FOR THE NATION’S HEALTHというドキュメントを作成し、そこに他機関への
データ公開に関する状況をまとめている

データ共有の具体例（その１:保健福祉省（U.S. Department of Health and Human Services：HHS））①

• すべてのデータがこの手続きの流れに沿っているわけではないが、データが[Restricted]に該当した場合、何らかの書面によ
る合意が必要。

• おそらく[Restricted]は、個人情報データを取り扱う場合を指していること推測される。真ん中の黄色と緑の箱にある「
Complete Data Use Agreement」と「Complete Interagency Agreements」が「MOU」にあたると想定される。

• 保健福祉省は、プライバシーなどの観点から注意すべき法令・規則として５つを挙げている。
• Privacy Act of 1974、The Confidential Information Protection and Statistical Efficiency Act 

(CIPSEA) of 2002、Title 42 of the Code of Federal Regulations (CFR) Part 2: Confidentiality of 
Substance Use Disorder Patient Records、など

適用規制

データ提供
の流れ

Restricted

MOU締結

【図表・米03】他機関へのデータ公開の流れ
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（参考）政府機関を横断するデータ共有について（3/4）

この図から、情報のフ
ローは一方的であり
、共有（sharing）
のメカニズムを示して
いるが、情報連携（
interexchange）
を示しているわけでは
ない。

データ共有の具体例（その１:保健福祉省（U.S. Department of Health and Human Services：HHS））②

 データ共有のためのシステムとしては、Data Sharing Platformが用意されている。

（注）紙面の都合上、
図を右に90度回転して

配置している

保健福祉省では、データ共有のためのシステムとして、Data Sharing Platformが用意されている。

原則、匿名加工した
形でデータ提供

【図表・米04】Techical Schematic of the HHS Data-Sharing Platform
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（参考）政府機関を横断するデータ共有について（4/4）

コネチカット州の状況をみると、逐一相手先と合意を締結しなければならないこと、その際に各種法令を参照し、
整合性を確保しなければならないことが、政府機関同士のデータ共有が進まない一因であることが分かる。

（出典）「Legal Issues in Interagency Data Sharing Report for Public Act 19-153」
（https://portal.ct.gov/-/media/CT-Data/PA-19153-Legal-Issues-in-Interagency-Data-Sharing-Report-11520.pdf?la=en）

 コネチカット州は、州内の政府機関が所有するデータが、その共有が進まず有効に活用されていないという趣旨の、政府機
関同士のデータ共有に関するレポートを作成した

データ共有の具体例（その２）：コネチカット州

＊政府機関に対するアンケート結果より

データ共有のために締結した合意

逐一、MOUを締
結しなければなら
ず、その数は224
にも上る

合意に際し、引用した法令・規則の数

相当数の法令・規
則を網羅する必要
がある

＊政府機関に対するアンケート結果より

【図表・米05】締結した合意件数リスト 【図表・米06】引用した法令・規則数のリスト
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（参考）Federal Data Strategy 2020 Action Plan

（出典）「PRESIDENT ‘S MANAGEMENT AGENDA」 P.17
（https://www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/2018/03/The-President%E2%80%99s-Management-Agenda.pdf）

Federal Data Strategy 2020 Action Plan

目的・趣旨

 連邦政府の優先順位の高い目標のひと
つとして、データを戦略上重要な資産とし
て活用することを目的に挙げている。

 データを意思決定、説明責任、商用
利用、イノベーション、公共利用などに
利用できるようポリシー、人材、プロセス
、プラットフォームなどの変革を促進

Federal Data Strategy 2020 Action Planでは、データを戦略上重要な資産と位置付け、意思決定の
根拠としてデータが活用されたり、データ利用に関するポリシーが統一されたりすることが求められている

• 2019年12月31日発行

• OMB（行政管理予算局）
Agency Actions

•Action 1: Identify Data Needs to Answer Priority Agency Questions

•Action 2: Institutionalize Agency Data Governance

•Action 3: Assess Data and Related Infrastructure Maturity

•Action 4: Identify Opportunities to Increase Staff Data Skills

•Action 5: Identify Priority Data Assets for Agency Open Data Plans

•Action 6: Publish and Update Data Inventories

Community of Practice Actions

•Action 7: Launch a Federal Chief Data Officer Council

•Action 8: Improve Data and Model Resources for AI Research and 

Development

•Action 9: Improve Financial Management Data Standards

•Action 10: Integrate Geospatial Data Practices into the Federal Data 

Enterprise

Shared Solution Actions

•Action 11: Develop a Repository of Federal Enterprise Data Resources

•Action 12: Create an OMB Federal Data Policy Committee

•Action 13: Develop a Curated Data Skills Catalog

•Action 14: Develop a Data Ethics Framework

•Action 15: Develop a Data Protection Toolkit

•Action 16: Pilot a One-stop Standard Research Application

•Action 17: Pilot an Automated Tool for Information Collection Reviews 

that Supports Data Inventory Creation and Updates

•Action 18: Pilot Enhanced Data Management Tool for Federal Agencies

•Action 19: Develop Data Quality Measuring and Reporting Guidance

•Action 20: Develop a Data Standards Repository

発行日/
発行主体

主な内容（行動計画）

【図表・米07】データ戦略の概念図
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（3）基本データ（Ｂａｓｅｒｅｇｉｓｔｒｙ）に関する事項
②基本データの内容・含まれるデータの類型・種類・管理主体 ＜米国＞

米国では、州単位で管理しているデータベースが多い。相互のデータ連携はされておらず、データの共有に関して
は、必要に応じて都度政府機関同士での合意を必要とする。

情報種別 含まれる情報の例 管理主体・規制法

REAL ID
（運転免許証、身分証明書）
→自動車データベース

A) 州が発行した運転免許証と身分証明書に印刷されたすべ
てのデータ
• 氏名、生年月日、性別、住所
• 運転免許証または身分証明書番号
• デジタル写真
B) 違反、免許停止、違反点数を含む自動車運転者の履歴

・州の自動車管理局（Department of 
Motor Vehicles：DMV）
・REAL ID法（2005年成立⇒2020
年完全施行）
監督官庁は国土安全保障省（DHS）

社会保障番号（SSN） • 米国民、米国永住者、非移民の米国居住者に与えられる
桁の識別番号

• 名前などの個人情報については、法令・規則のもと合意が締
結されない限り、容易に共有できないようになっている。

・州政府（SSNの頭3桁で州や地域が限定
されるため、それぞれの州や地域はその番号の
範囲内で発行し、管理する。）
・社会保障法

法人情報
※州ごとに管理しているため、統一的
なデータはない。

• IDナンバー
• 法人名
• 住所
• 電話番号
• 設立年 など

・通常、州務長官事務所、Business 
BureauまたはBusiness Agencyが管
理する。

・州の法律

土地・不動産情報
※Title（所有権） の登録は郡で
行われる。登録のプロセスは、州ごとま
たは郡ごとに異なる。

• 譲渡証書（deed）
• 住宅ローン（mortgage）
• 地役権（easement）
• リース覚書（memorandums of lease）
• その他の負担（encumbrance）

・各郡の税査定官事務所（tax 
assessor’s office）
※固定資産税は地方税のため国の登録
制度はない。

不動産情報（MLS) • 物件情報に加えて、以下の情報もアグリゲーションしている。
• 公図、登記履歴、税金履歴、洪水マップ、デモグラフィ、学

校区、近隣の物件情報、関連する国勢調査データ

・MLS（Multiple Listing Servece）
（会員組織が各地域ごとに分かれており、
全米に約800のMLS組織が存在する）
・法律は特にない

基本データの類型・種類、管理主体
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（3）基本データ（Ｂａｓｅｒｅｇｉｓｔｒｙ）に関する事項
③基本データへの市民のアクセス方法に関する整理 ＜米国＞

自身の社会保障カード記載の情報は個人がオンラインでアクセスできる。郡が管理する不動産情報は基本的に
窓口での公布であり、民間の不動産情報（MLS）は会費を払っている会員向けのクローズドなサービスである

基本データへの市民のアクセス方法・費用

情報種別 アクセス方法 費用

REAL ID
（運転免許証、身分証明
書）→自動車データベース

特に無し
（情報は券面に記載されている）

（不明）

社会保障番号（SSN） my Social Securityというオンラインサービスがあり、社会保障
カード記載内容の確認や新規発行または再発行の申請等が可能
である。利用には以下の条件を満たしている必要がある。
（１８歳以上、SSNを持っている、米国内に郵送可能な住所を
持っている、Eメールアドレスを持っている）

• 無料

法人情報 米国自治体のポータルサイト、State & Local Governmentにア
クセス。

• カリフォルニア州：無料
• メリーランド州：無料

土地・不動産情報 不動産情報は、郡の税査定官事務所（tax assessor’s 
office）で入手可能である。オンラインで入手可能な郡もある

• ニューヨーク州モンロー
郡：無料

• ペンシルベニア州アレ
ゲーニー郡 ：無料

不動産情報（MLS) 月額会費を支払ったメンバー（主に不動産業者）は、データベー
スにアクセスできる。
MLSのなかには一部情報を消費者に公開しているパブリックMLSも
あるが、基本的にはBtoBシステムである。

• MLS会費（30ドル～
60ドル）

（出典）「Social Security my account」（https://www.ssa.gov/myaccount/）
（出典）「Social Security FAQ」（https://faq.ssa.gov/en-us/Topic/article/KA-01687）
（出典）「STATE & LOCAL GOVERNMENT on the Net」（http://www.statelocalgov.net/） 29

https://www.ssa.gov/myaccount/
https://faq.ssa.gov/en-us/Topic/article/KA-01687
http://www.statelocalgov.net/


（参考）運輸省による住所データベース（NAD）（1/3)

• 住所情報は各州からデータを提供された米国運輸省（USDOT）が取りまとめている。正確かつ最新の交
通安全のために重要であり、また郵便、請願、学校の立地選定などの政府サービスに必要な情報である こ
とから、運輸省と地方政府は、National Address Database (NAD)の必要性を認識。

• 2015年、NADのパイロットプロジェクト の一部としてNADスキーマ を開発。2020年現在、運輸省は30
以上の州・地方自治体の提携先より住所データを受け取っており、NADスキーマに組み込んでいる

（出典）「National Address Database」（https://www.transportation.gov/gis/national-address-database/national-address-database-0）

• パイロットプロジェクトの報告書では、NADのデータの主な利用方法は全国のジオコーディングデータのソースと
して公に使用されることであるとしている。さらに、連邦政府のニーズ似合わせ、以下の内容にも使用すること
を想定している

 運輸省連邦道路局（事故調査報告・交通計画・土地利用）
 米国国勢調査（米国人口の10年ごとの目録、住所のマスターファイルの保持）
 連邦緊急事態管理庁（自然災害・人的災害の際の個人の補助のためのコスト・ニーズの検討）
 連邦防疫センター（規制執行、分析の可視化、監視活動など）
 米消費者金融保護局（不正防止、リスク評価）
 国土安全保障省（準備、計画、状況認識）
 連邦住宅金融局（住宅価格インデックスを目的としたトランザクションのマッチング
 退役軍人局、制作・企画課（ビジュアライゼーションと分析、政策開発、サービスデリバリーのための計画）

背景・経緯

NADデータの
利用シーン

National Address Database (NAD)

NAD
スキーマ

運輸省では、ニーズに応じる形で、運輸省と地方政府の間での住所情報の連携プロジェクトとして「National 
Address Database (NAD)」に取り組んでいる。パイロットプロジェクトでは、NADスキーマが開発された。

• 住所データベースの構造を規定したもの。
• 最小コンテンツアプローチに基づいており、今後、NADへの参加が増えるにつれ改良されていく想定。

 データフィールドの定義
 データフィールドごとの記述方法の定義 など
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https://www.transportation.gov/gis/national-address-database/national-address-database-0


（参考）運輸省による住所データベース（NAD）（２/3)

• 多くの分野・項目でデータが無効もしくは存在しないと想定されている。そのため、Expected Useの欄では、提出者への提
出の期待度をalways used、commonly used、occasionally used、rarely usedに分類して表示している。（以
下の図は、スキーマの最初の6項目）

NADスキーマでは、データ提出可能性の高さによって、データを分類し、「最小スキーマ」を小さく設定することで、
参加する自治体のハードルを下げて参加者を増やす方針。

（出典）「National Address Database Schema」
（https://www.transportation.gov/sites/dot.gov/files/docs/mission/gis/national-address-database/308816/nad-schema-v2.pdf）

NADスキーマの項目

【図表・米08】NADスキーマの項目
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https://www.transportation.gov/sites/dot.gov/files/docs/mission/gis/national-address-database/308816/nad-schema-v2.pdf


（参考）運輸省による住所データベース（NAD）（３/3)

• 基本的な構造として、市や郡
単位の地方自治体が元データ
を提供し、州政府はデータを集
約する役割をになう。

• それらを統合したデータベースと
して、NAD管理団体（運輸省
？）が所有・管理する

2016年9月作成のNADのパイロットプロジェクトの報告書によると、NADの役割分担は以下の図の通りに分か
れている。

【図表・米09】NADの役割分担について
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（4）政府の調達手法に関する事項
①アジャイル型開発プロジェクトの調達方法 ＜米国＞

USデジタルサービスでは、アジャイル手法を使ったサービス開発について、 ９項目のチェックリストを公開している。

アジャイル手法を使ったサービス開発のチェックリスト（９項目）

（出典）「Digital Services Playbook」（https://playbook.cio.gov/）

USデジタルサービスの提供しているDigital Services Playbookでは、米国政府のデジタルサービス関連のプロジェクトを成功
に導くために、官民セクターの成功したプラクティスから１３個の主要なPlayを記載している。そのPlay4では、アジャイル手法を使っ
たサービス開発について、以下の９項目を達成しているかをチェックリストとしている。

プロジェクト開始から３ヶ月以内にできる限り
早くユーザーニーズを解決するための機能して

いる実用最小限の製品（minimum 
viable product：MVP）を発送する。必
要ならば「ベータ」もしくは「テスト」期間を使用

する

操作性テストを頻繁に行い、
サービスがどの程度機能しているか確認し、ま

た改善が必要な箇所を特定する

ローンチミーティング、戦略ルーム（war 
rooms）、チームのチャットツールなどの技術
を用いてサービスを開発人員間の緊密なコ

ミュニケーションを確保する

デリバリーチームを小規模かつ重点的に活動
させる。チームをビジネスオーナーから分離する

ような組織的階層をできる限り減らす
毎月複数回特徴や改善点をリリースする

「機能バックログ」や「バグバックログ」などとも呼
ばれる機能やバグの優先リストを作成する

ソースコードの
バージョン管理システムを使用する

プロジェクトチーム全体にイシュートラッカーと
バージョン管理システムへのアクセスを可能と

する
品質保証のためにコードレビューを行う
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（参考） 契約形態と予算の設定

近代的なデジタルツールを迅速に調達する方法の概要を示した「TechFAR Handbook」によると、アジャイルソ
フトウェア開発手法における契約は、「どのような契約形態も利用可能」であり、「価格設定構造もその他の契約

形態と同一」である。

• アジャイルソフトウェア開発における契約は固定価格形態
に限らない。CO（契約担当官）は程よいコントラクターリ
スクを取り、コントラクターに最大の効率的・経済的パフォ
ーマンスへのインセンティブを与える価格設定の選択を推
奨している 。

予算の設定

• OMBの発行した「2012 Contracting Guidance to 
Support Modular Development」では特にIDIQ
契約（納期・数量未確定の契約）が調達応答性が
高く、フレキシブルで、開発とオペレーション双方の製品・
サービスの全ライフサイクルを網羅しているため、アジャイ
ルソフトウェア開発に望ましいとされている。しかし、他に
もBPA（包括購買契約）はモジュール式のアジャイル
ソフトウェア開発に適しており、またスタンドアローンの契
約や単一の契約も使用可能である。

契約形態

 契約ヴィークルによる各種制限に基づき、アジャイルソフト
ウェア開発手法を使用している契約は、どのような契約
形態でも利用することが可能である。

（出典）「TechFAR Handbook」

 アジャイルソフトウェア開発における契約の価格設定構造
はその他の契約形態と同一である。
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（4）政府の調達手法に関する事項
①アジャイル型開発プロジェクトの調達方法 ＜米国＞

GSAのOffice of the CTOはアジャイルプロジェクトやプロダクトのデリバリープロセスの際の正しいアプローチやス
キルセットの選択を保証するために、アジャイルベンダー選定の際のベンダーへのインタビューの想定質問を公開し

ている。
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アジャイル開発におけるベンダー選定時の16のインタビュー項目

（出典）「Your 16-Point Litmus Test For The Right Agile Development Services Vendor」
（https://www.brillio.com/insights/your-16-point-litmus-test-for-the-right-agile-development-services-vendor/）

１．製品知識
How strong is the product knowledge 
of the team?

２．類似プロジェクトの経験
What is their previous experience on 
similar projects executed on Agile?

３．スクラムマスター/スクラムコーチの保有資
格
What are the credentials of the Scrum 
Master and Scrum Coach?

４．管理・報告体制
How do they implement governance 
and reporting? 

５．デイリー・スクラムの実効性
How disciplined and effective are the 
Daily Scrum meetings? 

６．バックログアイテムの管理方法
How does the team manage 
requirement maturity?

７．アーキテクチャー設計スキル
What is the team’s architectural view 
(systems approach)?

８．スプリント計画の詳細
What is the team’s approach to Sprint 
Planning and Preparation? 

９．スプリント中の変更要求への対応方針
How does the team handle change 
management during a sprint?

10．統合テストの着実な実行
How does the team execute 
integration communications, testing 
and release management?

11．チームレビューの実効性
How does the team review 
effectiveness?

12．十分なテストの保証
How does the team manage Testing 
Strategy and Test Automation?

13． 推定と予測のアプローチ
What is the team’s approach to 
estimation and predictability?

14．アーキテクチャのレビューとシステム統合の
管理方法How does the team manage 
architecture reviews and system 
integration?

15．大規模なチームに対応する能力
Can they scale?

16. 回顧と持続的改善のアプローチ
What is the team’s approach to 
retrospectives and continuous 
improvement?

https://www.brillio.com/insights/your-16-point-litmus-test-for-the-right-agile-development-services-vendor/


（4）政府の調達手法に関する事項
①アジャイル型開発プロジェクトの調達方法 ＜米国＞

 Interview and Exercise.では、一定の審査を通過した
ベンダーは、面接とEpicエクササイズを受けると記載されている。

実際のアジャイル開発プロジェクトのRFPを確認すると、「個人」と「チーム」の経験・能力等に加えて、開発アプ
ローチの健全性や、創造性を要求するケースがあることがわかる。また、ケースインタビューも重要な評価要素。

1. Personnel Possible Points: 35 
1.(a) Professional Staff (25 Possible Points) 
1.(b) Project Manager (10 Possible Points) 

2. Soundness of the Technical Approach Possible Points: 30 
3. Past Experience/Customer Satisfaction Possible Points: 25
4. Management Capability Possible Points: 10

1. Plan of Accomplishment; 
2. Firm’s Experience and Past Performance; 
3. Management (Management Plan and Key Personnel) 
4. Business/Cost Proposal (including summary of deviations and 
exceptions) 
5. Demonstrated Creative Approach in relation to the Plan of 
Accomplishment 
6. Demonstrated Knowledge of Exhibition-related Subject Matter 
7. Demonstrated Understanding of the Museum’s Diverse Audiences 

国立健康研究所
（NIH）の案件

OER Software Design 
and Development

（例１）
開発アプローチの

健全性

スミソニアン
博物館の案件

Slavery & Freedom 
Digital Exhibition 

Experience Initiative

開発アプローチの
創造性（実績）

（例２）

RFPにおけるベンダー選定基準
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（参考）Epicエクササイズ

（Epicエクササイズとは）
 しばしば政府調達において、口頭で、実際の環境で作業しているかのように、コンセプトからアウトプットまでEpicに

どのようにアプローチするかを説明するEpicエクサイズが要求される。
 エピックエクササイズは、ベンダーの選定過程でケースインタビュー として使用され、大まかに定義された幅広い成果

物を具体的な、動作するソフトウェアへと分割する能力がベンダーにはあるのかを政府が評価する機会となっている
。

（有用性）
 ベンダーは、どのように仮定のエピックに対して取り組むのかを、エピックの実装で利用する予定のデザインやユーザエ

クスペリエンス、アジャイル開発プロセスを含めて、この演習中に十分に説明しなければならない。
 これにより、調達担当者は、各ベンダーが予定通りに適切なシステム要件を実装できるかどうかを判断できる。

（実施方法）
 実際に構築すべきシステムのエピックを描き、そこからストーリーに落としこむことができるかどうかの能力をみる。

システムで想定されるユーザーを「ペルソナ」として設定し、ストーリーを構成することが一般的。
 それを見ると、どの程度システムについて正しく把握できているか見極めることができる。もしストーリーに不足があれ

ば、システムに必要な機能が満たされないことになる。ストーリーがイテレーション（イテレーションをどのくらいに設定
するかも重要である）に対し大き過ぎる場合は、さらに分割する必要がある。

※ただし、『TechFARハンドブック』ではエピック演習については特に規定していないため、エピック演習が実際にベンダ
ーの評価過程で使用されるかどうかは、発注機関または部門に依存する。
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（参考）アジャイル認定資格について

アジャイル開発プロジェクトにおいて、開発・ベンダーの評価の際に政府の契約担当職員が取得するための政府
のアジャイルに関する認定資格には以下のプログラムがある。

• Digital IT Acquisition Professional (DITAP) プログラム は連邦調達保険事
務所（Office of Federal Procurement Policy：OFPP）とU.S. Digital 
Service (USDS)、アジャイルベンダーコミュニティの提携により設立された。

• 各省庁がテクノロジーを購入する方法を変えることを目的としており、2015年から
2018年の間で54人の契約担当職員が卒業している

USDS

Digital IT 
Acquisition 

Professional (DITAP)
プログラム

OFPP

• OFPPは、「700万ドル以上のテクノロジーの調達はFAC-C-DSの認定資格を持つ契
約責任者により担当される必要がある」と指定している（700万ドルの根拠とは、シン
プル化された調達を行う事のできる上限であるため。）
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（4）政府の調達手法に関する事項
②プロジェクトの評価手法 ＜米国＞ （1/３）

プロジェクトのパフォーマンスは、パフォーマンスメトリクスの使用を最重視し、その他セキュリティや品質保証、SLA、
アクセシビリティの評価も推奨されている。

39

プロジェクト評価・ベンダーのパフォーマンス評価の基準・指標（ TechFAR Handbookによる推奨項目）

• コストの差異やオーダーの差異、チームの情報量や能力、完了した機能の数、バグ・欠陥や
分解能時間、経年での配置された機能の安定性などのアジャイルのプロセスの要素を追跡
するデータを収集・追跡して評価する。

パフォーマンス
メトリクスの使用

セキュリティ
• セキュリティコードのスキャニングツールやプロセスを利用する。通常のスプリントの間に新しいコ

ントロールを開発し、頻繁に試験することで配置可能とする。システムは常に配置可能な状
態に置かれる必要がある。

品質保証 • 自動化されたテストソフトウェアにより欠陥を特定し、脆弱性に対してパッチングを行う。

サービスレベル合意
（Service Level 

Agreements：SLA）

• SLA はリリースの計画活動や完了したスプリントからのユーザーストーリーの創出など様々な
目的に使用できる。

セクション508の
コンプライアンス

• アクセシビリティの考慮

最重要

（出典）「TechFAR Handbook」（https://techfarhub.cio.gov/handbook/）

https://techfarhub.cio.gov/handbook/


（4）政府の調達手法に関する事項
②プロジェクトの評価手法 ＜米国＞ （2/3）

具体的には、RFPで達成すべきパフォーマンス水準や完了期日が、細かく指定されていることが多い。
（以下は、テキサス州政府のアジャイル開発プロジェクトの例）
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テキサス州政府のTIERS ソフトウェア開発・保守プロジェクトでのRFP での記載内容

TIERSソフトウェアとは、テキサス州で市民に対して食事・給付金・介護サービスなど６４項目の社会保障受給を補助する統合システムを指す

KPM ID サマリー 詳細 指標 損害賠償の予定

KPM - 001 TRA -移行の完了 ベンダーはHHSC承認の移行フェーズ開始までの15暦日以内にReadiness Assessment Results Report を提出す
る必要がある。

期日を超えた各暦日 $25,000/暦日

KPM - 002 PMO – 納品物の期日 ベンダーHHSC承認のTransition Work Plan、Project Work Plan、Turnover Planで合意した納品物の期日を遵守
する必要がある。

計画の期日を超えた各営業日 $1000/営業日、ただし定められた月毎に
$50,000を超過しない

KPM - 003 PMO –主要スタッフの
配置

HHSCにより変更が承認されていない限り、主要スタッフの欠員を20営業日以内に埋める必要がある。 期日を超えた各営業日 $1,000/営業日、ただし定められた月毎に
$25,000を超過しない

KPM - 004 DDI – スクラムチーム ベンダーは各スプリントサイクル開始日にHHSCによる指定された人数の人員を配置したスプリントチームを提供
する必要がある。

計画されたスプリントサイクルの開始日
までの各暦日

$1,000/ スプリントチームがKPM を達成でき
なかった各暦日

KPM - 005 DDI –コードの品質 全ての感知されたSeverity 4以上の欠陥は、ベンダーによりSprint Cycle Set の回帰分析及びSprint Cycle Set 
の生産展開のためのHHSCへの完了したアプリケーションコードのデリバリー以前に解決される必要がある。

HHSC.へのアプリケーションコードのデリ
バリー以前に解決されていないSeverity 
4以上の特定された欠陥の各インスタン
ス

KPM を達成できなかった各欠陥につき
$1000 

KPM - 006 SMS - アプリケーショ
ンの可用性

TIERS Suite of Applications の各アプリケーションは、HHS が承認したダウンタイム以外では99.9% の時間で稼
働しなければならない。ダウンタイムの承認はプロジェクト計画の一部として制定された、あるいは事前にリクエス
トされ承認を受けたものとする。

各アプリケーションの月の99.9%の可用
性から引いた各パーセンテージポイント

各パーセンテージポイントにつき、あるいは
99.9%の標準から各月$100,000を超えない範
囲で$10,000

KPM - 007 SMS – アプリケーショ
ンの応答時間

TIERSのアプリケーションのスイートの各アプリケーションのトランザクションはアプリケーションの応答時間時に対
応しなければならない。アプリケーションの応答時間時はClass 1 Transactions（最大応答時間0.5秒）から) Class 
6 Transactions（最大応答時間7.0秒）までのクラス分けがある。

各アプリケーションへの荷重平均応答時
間がトランザクションの最大応答時間を
超える各月

各月の荷重平均応答時間に基づいたアプリ
ケーションごとの一クラス毎に$1,000

KPM - 008 SMS - Level III 
ヘルプデスクサポート
タイムライン

HHSCにより振替日が承認され他場合以外には、割り当てられた保守サービスリクエスト（Service Requests：SR）
の分析・トリアージを２営業日以内に完了する必要がある。

２営業日以内に（あるいはその他の
HHSCにより承認された期日までに）完
了できなかったSRの各インスタンス

KPM を達成できなかった各SR につき$100

KPM - 009 SMS -プロダクションサ
ポートのリクエストの処
理

データ修正を必要とするProduction Support Requestsのために、ベンダーデベロッパーへの割り当ての2営業日
以内にはHHSCに対してデータ修正方法を開発・試験・提出する必要がある。

2営業日以内に（あるいはその他の
HHSCにより承認された期日までに）
HHSCに対して提出されなかったSRデー
タ修正の各インスタンス

KPM を達成できなかった各SR につき$500

KPM - 010 SMS - アプリケー
ションプロダクションの
欠陥修正

ベンダーは、アプリケーションのTIERSスイートのためのプロダクション保守SRを分解能時間内に修正する必要が
ある。分解能時間はLevel 6（緊急：ベンダーはSR開始から8実働時間内にLevel 6保守SRを解決する必要があ
る。）からLevel 1（コスメティック（Cosmetic）：ベンダーは両パーティにより定められた日にちまでにLevel 1を解決
する必要がある）までのレベルに分かれている。

実働時間あるいは暦日での分解能時間
以内に完了できなかったSRの各インスタ
ンス

SR深刻度に基づいた各SRごとの損害賠償。
深刻度はLevel 6（8時間を超える実働時間
につき$500）からLevel 2（60日を超える暦日
につき$500）、適応外のLevel 1に及ぶ。

KPM - 011 SMS – バッチ操作 夜間のアプリケーションシステムへのバッチ操作はHHSCの通常営業時間外に行われる必要があり、以下の基準
を満たす必要がある。
バッチ操作はHHSCにより承認されたスケジュール内で完了する必要がある。
バッチ操作は週により承認されたバッチウィンドウないで完了される必要がある。

完了基準を満たさなかった各暦日 KPM を達成できなかった毎に
$5,000、ただし各月$25,000 を超過しない。

KPM - 012 TSS – 高レベルの見
積もり依頼

高レベルの見積もり依頼はChange Management Planに沿ってHHSCに要求された時間枠内で承認されたフォー
マットによりHHSCに届けられる必要がある。Legislative Session中、HHSCは24時間以内にHLE回答要求を要求
する必要がある。

期日を超えた各暦日 $5,000/暦日、ただし定められた月毎に
$25,000を超過しない。

KPM - 013 TUR - Turnover 
Completion

ベンダーはHHSC 承認のTurnover Phase 終了日から15暦日前までに
Turnover Results Reportを準備・提出する必要がある。

期日を超えた各暦日 $25,000/暦日



（4）政府の調達手法に関する事項
②プロジェクトの評価手法 ＜米国＞ （3/3）

各省庁の開発プロジェクトのパフォーマンスは、「ITダッシュボード」で公開している。以下は財務省のパフォーマン
ス。

（出典）「Information Technology Agency Summary」（https://itdashboard.gov/drupal/summary/015）

【図表・米10】ITダッシュボード（例：財務省のパフォーマンス）
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経済産業省

商務情報政策局 総務課情報プロジェクト室 御中

令和2年3月31日

株式会社エヌ・ティ・ティ・データ経営研究所

英国

令和元年度経済産業省デジタルプラットフォーム構築事業

（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）

報告書



(1)デジタルガバメントに関する法制度・行政内ルール・規制の在り方
①デジタルガバメントに関連する法制度の概要 ＜英国＞

1

2010年 2015年 2019年

『政府変革戦略2017-2020』
（Government Transformation 

Strategy2017-2020）策定
（2017年）

政府ICT戦略
（Government ICT 

Strategy）
（2010年・2011年）

2017年、英国デジタル戦略の発表と合わせて、内閣府の政府デジタルサービス（GDS)は、政府変革戦略
2017-2020を発表。同戦略は2012年の政府デジタル戦略を基にしている。

政府デジタル戦略
（Government Digital Strategy）

（2012年策定→2013改定）

英国デジタル戦』略
（UK Digital 

Strategy）2017
（2017年）

整合

政府デジタルサービス
（Government Digital Service：GDS）が設立

（2011年）

デジタル戦略

デジタルガバメント
に関する基本戦
略・基本法

関連する法制度

組織体制の変革

最近の動向

公共情報再利用規則（Re-use of Public Sector 
Information Regulations：RPSI）（2015年）

2017 年デジタル経済法（Digital 
Economy Act 2017）

（2017年）

電子署名規制（Electronic Signatures Regulations）（2002年）



(1)デジタルガバメントに関する法制度・行政内ルール・規制の在り方
①デジタルガバメントに関連する法制度の概要 ＜英国＞

2017年に公表した「英国デジタル戦略」のなかで、「オンラインサービスにおけるイギリス政府の世界のリーダーとし
ての地位の維持」が掲げられている。

2

「英国デジタル戦略2017」

 世界に通用するデジタルインフラの構築
 2020年までに4G通信、超高速ブロードバンドを完成
 5G等の次世代デジタルインフラの開発に10億ポンド超を投資

 すべてのイギリス国民に必要なデジタル技術を供与
 全国民がデジタル経済に参加するとともに、全てのビジネスがデジタル分

野の革新からの恩恵を受けられるよう支援

 英国をデジタル企業の立ち上げ・成長に最適な場所にする
 すべてのイギリス企業のデジタル化を支援
 イギリスのネットワークを日常生活・ビジネスにとって世界で最も安全な場

所にする

 オンラインサービスにおける英国政府の世界のリーダーとしての地位の維持
 政府のオンラインサービスの利用に当たり英国市民・企業がより良いサー

ビスを受けられるようにするために策定された「政府変革戦略」に基づき、
引き続き政府横断プラットフォーム・サービスの有効利用を推進

 英国経済におけるデータ活用の推進及び公的信頼の改善

（出典)”Digital Britain”、デジタル・文化・メディア・スポーツ省（2017）
（出典）「UK Digital Strategy 2017」（https://www.gov.uk/government/publications/uk-digital-strategy/uk-digital-strategy）
（出典）総務省「世界情報通信事情」（https://www.soumu.go.jp/g-ict/country/uk/detail.html）

成立・
公布時期

所管組織

法令・
制度名称

• 英国 デジタル戦略
2017(UK Digital 
Strategy 2017)

• 2017年2月9日公表

• デジタル・文化・メディ
ア・スポーツ省（
Department for 
Digital, Culture, 
Media and Sport, 
DCMS）

https://www.gov.uk/government/publications/uk-digital-strategy/uk-digital-strategy
https://www.soumu.go.jp/g-ict/country/uk/detail.html


(1)デジタルガバメントに関する法制度・行政内ルール・規制の在り方
①デジタルガバメントに関連する法制度の概要 ＜英国＞

政府変革戦略2017-2020は、サービスの変革、適切な人材・技術・文化の育成などの5点について、現状分
析と2020年までの具体的な活動を示してている。

3

政府変革戦略2017-2020

（出典）「Government Transformation Strategy2017-2020」
（https://www.gov.uk/government/publications/government-transformation-strategy-2017-to-2020）
（出典）「デジタル・ガバメントに関する国際動向について」（https://www.kantei.go.jp/jp/singi/it2/senmon_bunka/dejigaba/dai2/siryou4.pdf）

 ビジネスの変革
 世界トップレベルのデジタルサービスの提供を続けるとともに、政府の業

務を変革する(サービスの変革) 

 スキルと能力
 政府人材における適切な技術・文化の構築(適切な人材・技術・文

化の育成) 

 行政サービスの提供促進
 公務員の効率的な業務遂行を可能とする職場ツールとプロセスの構

築(官公庁職員のためのツール・手続・ガバナンスの構築) 

 データ
 データの適切な利用(透明性の向上に加え、官民を通じた変革を促

すための利用) 

 共有プラットフォーム
 変革を加速させる共有プラットフォーム、再利用可能なビジネス機能

の構築・運用

成立・
公布時期

所管組織

法令・
制度名称

• 政府変革戦略
2017-2020（
Government 
Transformation 
Strategy2017-
2020）

• 2017年2月9日公表

• 政府デジタルサービス
• （Government 

Digital Service, 
GDS)

 電子政府の構築を通じて国民との関係を変革するため、次の五つの分野
で2020年までの目標を示し、一層の政府のデジタル化を促進

https://www.gov.uk/government/publications/government-transformation-strategy-2017-to-2020
https://www.kantei.go.jp/jp/singi/it2/senmon_bunka/dejigaba/dai2/siryou4.pdf


(1)デジタルガバメントに関する法制度・行政内ルール・規制の在り方
①デジタルガバメントに関連する法制度の概要 ＜英国＞

2012年11月に政府デジタル戦略を発行し、デジタルサービスに重点をシフトした。

4

政府デジタル戦略

 従来型の電子政府からの転換を促すものであり、デジタルサービスを標
準的なサービスとする、いわゆるデジタル・バイ・デフォルト（Digital by 
Default）の推進を柱としている。

 サービス改革
 End-Endをデジタル・バイ・デフォルトの視点でサービス設計をし直す
 デジタルサービスの利用が困難な人の利用にも配慮する
 調達情報を簡単に入手可能にする
 不要な規制を取り除く

 ワンストップサービス
 政府情報を GOV.UKに集約する

 オープンガバメント
 サービス決定の過程の情報のオープン化
 政策決定過程のオープン化

 その他
 デジタル・バイ・デフォルトを実現するための共通プラットフォームの整備

（出典）「Government Digital Strategy 2012」
（https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/296336/Government_Digital_Stratetegy_-
_November_2012.pdf）

成立・
公布時期

所管組織

法令・
制度名称

• 政府デジタル戦略
(Government 
Digital Strategy)

• 2012年11月公表
（2013年12月改定）

• 内閣府
（Cabinet Office）

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/296336/Government_Digital_Stratetegy_-_November_2012.pdf


分類 文書名 発行日 概要

データ活用、オープンガ
バメントに関するもの

公共情報再利用規則
（Re-use of Public 
Sector Information 
Regulations：RPSI）
2015

2015年 • 公共セクター情報の再利用について欧州のDirective 
2013/37/EU of the European Parliament and 
of the Council of 26 June 2013 を英国法内で施
行したもの。公共セクターでの情報を、当初使用を予定
されていた用途以外でも再利用可能とすることを目的と
している

行政手続の電子化、
オンライン化に関するも
の

2017 年デジタル経済法
（Digital Economy Act 
2017）

2017年 • 英国がデジタル経済において世界で優位に立つことを目
的と した法律。（既存の法令の一部改正等を含む）

• 電子政府の推進（公共目的における行政機関による
個人情報共有スキームの構築） を含む多岐にわたる
内容を定めている。

eID、公的認証に関す
るもの

電子署名規制
（Electronic 
Signatures 
Regulations）

2002年 • 中国にEUのDirectiveに基づき2000年に英国法として
可決されたElectronic Communications Act が
2002年にElectronic Signatures Regulations とし
て施行された。

その他

「クラウドファースト」ポリシー 2013年5月 • 新規または既存のサービスを調達する場合、他のオプショ
ンを検討する前に、まず潜在的なクラウドソリューションを
検討し、完全に評価することを定めている。

(1)デジタルガバメントに関する法制度・行政内ルール・規制の在り方
①デジタルガバメントに関連する法制度の概要 ＜英国＞

5

その他関連する法制度

公共データの活用、電子行政の推進、電子署名に関する法制度は以下のとおり。



（参考）最近のトピック

6

 英国議会は2019年に調査を実施し、英国が「デジタルアジェンダにおいて勢いを失った」点に問題があること
を確認。「政府変革戦略の実施速度の低下を指摘した。

 その原因は「レガシー問題」に起因していると分析。これにより、政府の各部門がGovernment 
Transformation Strategy の主要目的であるデータ共有を行うことを妨げている。

 加えて、組織では多くの場合データ共有をするためのコミュニケーションをしない。これにより、英国政府
が持つデータセットに過剰な重複や矛盾が生じている。

2019年に、英国議会は政府変革戦略の実施速度の低下を指摘。

一方で、公的部門のテクノロジー活用を促進するために、政府デジタルサービス（GDS）は「GovTechファンド」

を創設。
最近のトピック

（出典）「MuleSoft -Research on Customer Experience-」（https://www.mulesoft.com/press-center/customer-experience-research-2019）
（出典）「UN eGovernment Survey」（https://publicadministration.un.org/en/Research/UN-e-Government-Surveys）
（出典）「UK Parliament Summary on Digital Government」（https://publications.parliament.uk/pa/cm201719/cmselect/cmsctech/1455/145503.htm）

 公的部門が直面する課題に対して、テクノロジーを活用した画期的なソリューションを提供する企業を支援し
、政府全体の生産性の向上を図ることを目的とした「GovTechファンド」が創設され、政府デジタルサービス
（GDS）が事務局となって取組みを進めている（2,000万£：2018～2020年度）。

英国
議会の評価

GovTech
ファンド

https://www.mulesoft.com/press-center/customer-experience-research-2019
https://publicadministration.un.org/en/Research/UN-e-Government-Surveys
https://publications.parliament.uk/pa/cm201719/cmselect/cmsctech/1455/145503.htm


(1)デジタルガバメントに関する法制度・行政内ルール・規制の在り方
②行政におけるＡＩ 利活用と倫理に関する整理の動向 ⅰ.AI利活用＜英国＞

7

公共セクターにおけるAI活用ガイド

組織が行うべき3段階のステップ

• AIが組織のニ
ーズに当てはま
っているか見定
める。

• トレーニングセッ
ト、検証セット、
テストセットに分
けられたデータを
経済的、倫理
的、社会的な
側面でテストさ
れ、最適なモデ
ルを決定する

• 選択したモデルが
統合され、テストを
行う。 製品は継
続的に評価され、
改善される

発見
（Discovery）

アルファ段階
（Alpha 
Phase）

ベータ段階
（Beta 
Phase）

1. ユーザのニーズに対してAIが適切な
解決策であるかどうかを評価すること

2. AIを評価する正しいスキルを持った
データサイエンティスト等の専門家を
確保していること

3. 現在のデータの状態を考慮すること
（正確性、完全性、一意性、適時
性、一貫性など）

4. 適切な技術を選択すること
5. データの初期分析や小規模なPoC

を通じて仮説を立証し、費用の承
認を得ること

6. 内部で開発するか外部から調達す
るかを決定すること

7. 責任と統制の所在を明確化するこ
と

AI活用の妥当性に関する
評価（アセスメント）

AI導入に向けた
計画と準備

1. 計画を立案すること

2. 仮説志向で、以下の3ステップに
即して継続的にイテレーションを行
うこと

プロジェクト
マネージメント

1. 倫理的な安全性、品質、説
明責任等に関して統制を行う
こと

2. リスク管理を適切に行うこと

（出典）「GDS -A Guide to Using Artificial Intelligence in the Public Sector-」
（https://www.gov.uk/government/collections/a-guide-to-using-artificial-intelligence-in-the-public-sector）

2019年6月10日、英国政府のデジタルサービスと人工知能局は、公共部門での人工知能の使用に関するガ
イドラインを発表した。

https://www.gov.uk/government/collections/a-guide-to-using-artificial-intelligence-in-the-public-sector


(1)デジタルガバメントに関する法制度・行政内ルール・規制の在り方
②行政におけるＡＩ 利活用と倫理に関する整理の動向 ⅱ.AIと倫理に関する議論＜英国＞

8

• 公平で公正なデータを
使用する

• 明確な説明責任とレビュ
ーシステムを持つ

• 決定事項は明確に説
明され正当化される

• プロジェクトが安全で長く
続くことを確認する

公平性

説明責
任

持続可
能性

透明性

（出典）「GDS -A Guide to Using Artificial Intelligence in the Public Sector-」
（https://www.gov.uk/government/collections/a-guide-to-using-artificial-intelligence-in-the-public-sector）

（出典）「The Alan Turing Institute -Understanding artificial intelligence ethics and safety-」
（https://www.turing.ac.uk/sites/default/files/2019-06/understanding_artificial_intelligence_ethics_and_safety.pdf）

倫理的価値
（SUMバリュー）

実用的な原則
（FASTトラック原則）

ガバナンス
（PBGフレームワーク）

公共セクターにおけるAI活用ガイド（AI利活用の倫理と安全性について）

同ガイドラインでは、アランチューリング研究所の研究に基づいて、「AI利活用における倫理と安全性」の章を設け
て、倫理的価値やガバナンスのフレームワークを整理している。

• 個人の尊厳を尊重する

• 誠実に、率直に、包括
的に、相互に、つなげる

• 社会的価値、正義、お
よび公共の利益の優先
順位を保護する

• すべての幸福をケアする

尊敬

つながり

ケア

保護

• 左記のバリューや原則
を実行するにあたって、
プロセスベース、すなわ
ち、ワークフローに落とし
込むレベルまでガバナン
スモデルを構築すること

プロセス
・ベース
ト・ガバ
ナンスフ
レームワ
ーク

https://www.gov.uk/government/collections/a-guide-to-using-artificial-intelligence-in-the-public-sector
https://www.turing.ac.uk/sites/default/files/2019-06/understanding_artificial_intelligence_ethics_and_safety.pdf


(1)デジタルガバメントに関する法制度・行政内ルール・規制の在り方
③デジタル時代における法策定プロセス改革の動向 ＜英国＞

英国では、政策形成のプロセスに、データ駆動型、ユーザ中心主義を取り入れて、従来のテキスト重視とは異な
るアプローチに取り組んでいる。ただし、立法プロセス自体を改革する動きは、見受けられない。

9

デジタル時代における法策定プロセス改革の動向

（出典）一般財団法人国際IT財団「英国・公共サービスのデジタル変革調査研究報告書」（http://www.ifit.or.jp/report/pdf/20171024_doc1.pdf）
（出典）「GovTech Catalyst：運営チームが語る舞台裏」（https://graffer.jp/govtech/articles/uk-gds-govtech-catalyst-behind-the-scenes）
および、政府デジタルサービス（GDS）へのヒアリング結果に基づき作成

2014 年に設立した、内閣府にあるシンクタンク。オープン政策形成を
主導している。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。

政府デジタルサービス(GDS)は、地方団体と民間企業の大規模な課題解
決マッチングイベント『GovTech Catalyst』を立ち上げた。

政策形成
プロセス

オープン政策形成支援組
織「ポリシー・ラボ」の

設立

『GovTech Catalyst』

立法
プロセス

 特になし

• 政府デジタルサービス（GDS）は、省庁の法律作成プロセスにかかわることはない。他省庁の法策定プ
ロセスにも介入しない。

• 法制度プロセスに関わることは極めて稀であり、データ保護法案などに限る。

http://www.ifit.or.jp/report/pdf/20171024_doc1.pdf
https://graffer.jp/govtech/articles/uk-gds-govtech-catalyst-behind-the-scenes


（参考） GovTech Catalyst

10

設立時期

目的

• 地方自治体、地方自治政府（ウェール
ズ・スコットランド・北アイルランド）、政
府系団体などが持ち込む「課題（
challenge）」に対し、事業者（
supplier）が解決に名乗りを上げ、双
方をマッチングする。

• マッチングができた場合には、GovTech
Catalyst運営チームが、個々のプロジェ
クトに対し数万ポンド～数十万ポンドの
資金提供を行うと同時に、プロジェクト
成功に向けた様々なサポートを行う。

予算規模

• 2018年5月

• 公共セクターの機関がオペレーションや
政策デリバリーの際に革新的なソリュー
ションを利用できるようサポートすること

• 2000万ポンド（日本円；27億円）
実施内容

• 政府デジタルサービス（GDS)
• コンテンツデザイナー、サービスデザイナー

、テクニカルアーキテクト、オペレーション・
マネージャーなど多様な職種のメンバー
からなる

運営体制

政府デジタルサービス（GDS）は、地方団体と民間企業の大規模な課題解決マッチングイベント『GovTech
Catalyst』を立ち上げた。

『GovTech Catalyst』の概要

（出典）「GovTech Catalyst：運営チームが語る舞台裏」（https://graffer.jp/govtech/articles/uk-gds-govtech-catalyst-behind-the-scenes）
（出典）「GOV.UK Current GovTech Catalyst Projects」（https://www.gov.uk/guidance/current-govtech-catalyst-projects）

https://graffer.jp/govtech/articles/uk-gds-govtech-catalyst-behind-the-scenes
https://www.gov.uk/guidance/current-govtech-catalyst-projects


（2）デジタルガバメントに関するシステムアーキテクチャーの在り方
①デジタルガバメントに関するシステムアーキテクチャーの概要 ＜英国＞

英国では、柔軟性を持たせるべきとの立場から、現時点で“モノリシック”（一枚岩）のアーキテクチャーモデルは
存在しない。2016年の時点で、検討の「たたき台」として、データとサービスを分離した4階層モデルが提示されて

いる。
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（出典）「GDS Architecture: a High Level Intro to GDS‘ Approach」
（https://docs.google.com/presentation/d/1jj8mndjx0ZYXo0ZS9V9AZRlh0-enuZVYF1L44Myj80Q/edit#slide=id.p47）

アーキテクチャーの基本構造（政府内での検討の「たたき台」）

 あくまで、「検討のたたき台（開始地点）」の位置づけで、以下の4階層モデルが提示されている。

 サービス層
• 国民からアクセスできるサービス・媒体
• 民間企業も参入するよう推奨されている

 共通プラットフォーム層
• サードパーティーのWebサービスを含む、オープンAPIで

開放

 信用と同意層
• 認証やアイデンティティアシュアランス機能を指すと理解
• 認証は民間事業者（アイデンティティ・プロバイダ）を利

用。EUのeIDAS規則に準じている。

 レジスタ（データ）層
• https://www.registers.service.gov.uk/にて公

開

• 柔軟性を持たせるべきとの立場から、現時点で“モノリシック”（一枚岩）のモデルを想定しない、との説明が付記されている。

【図表・英01】検討のたたき台として提示されている4階層モデル

https://docs.google.com/presentation/d/1jj8mndjx0ZYXo0ZS9V9AZRlh0-enuZVYF1L44Myj80Q/edit#slide=id.p47


（2）デジタルガバメントに関するシステムアーキテクチャーの在り方
①デジタルガバメントに関するシステムアーキテクチャーの概要 ＜英国＞

政府デジタルサービス（GDS)は、９つの原則に基づき、アーキテクチャーを策定している。また、デザイン原則に基づ
き、政府デジタルサービス（GDS）は、サービスやコンテンツが同じ標準で一貫したジャーニーを持つことを保証する。
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デジタルガバメントに関するシステムアーキテクチャーの概要

アーキテク
チャー策定の
背景・考え方

① 小規模で自己完結型のスタート
② チーム単位でのデリバリー
③ インターネットとWebの粒度で 作業する
④ プラットフォーム、標準化、再利用の発想を持つ（隣の組織を常に参考にする）
⑤ 重荷を持たない（Cloud First、オープンソースソフトウェア）
⑥ 常に進化していくことを想定する
⑦ ユーザーが利用するまでは完成ではない
⑧ 政府は特殊ではない（他の業界にヒントがある）
⑨ 操作性を重視したデザイン

 成熟したインフラストラクチャおよびサービスとしてのプラットフォーム市場の存在を前提として、以下の９
つを原則とする。

（出典）「GOV.UK Introducing our architecture approach and principles」
（https://governmenttechnology.blog.gov.uk/2016/07/05/introducing-our-architecture-approach-and-principles/）
（出典）「内閣官房IT総合戦略室会議 デジタル政府 英国の事例」
（https://www.kantei.go.jp/jp/singi/it2/senmon_bunka/detakatsuyokiban/kiseiseidokaikaku_dai3/sankou1.pdf）およびGDSへのヒアリングに基づき作成

 アーキテクチャーは、以下を重視。
• オープンなシステム、標準、APIに基づくITアーキテクチャー
• 既存の大量取引システムの完全性、暗転性、信頼性を保護
• ITシステムと、それを稼働する部門の間の相互運用性向上を促進
• 新しいオープンシステムとアジャイルデリバリ技法により、サービスの設計変更をスピードアップ

 政府デジタルサービス（GDS）は、デザイン原則に基づき、複数の省庁で提供される行政サービスにお
いて、サービスやコンテンツが同じ標準で一貫したジャーニーを持つことを保証する役割を担う

https://governmenttechnology.blog.gov.uk/2016/07/05/introducing-our-architecture-approach-and-principles/
https://www.kantei.go.jp/jp/singi/it2/senmon_bunka/detakatsuyokiban/kiseiseidokaikaku_dai3/sankou1.pdf


（2）デジタルガバメントに関するシステムアーキテクチャーの在り方
①デジタルガバメントに関するシステムアーキテクチャーの概要 ＜英国＞
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 政府デジタルサービス（GDS） の中央政府のウェブサイト、Gov.UKへのコンテンツの移行、サービスア
セスメントや標準コントロールは、原則、中央政府のみが対象である。

 地方政府は自らのデジタル資産の管理の自己責任を持つが、政府デジタルサービス（GDS）のナショ
ナルチームと呼ばれるチームが地方政府やスコットランド、ウェールズ、北アイルランドなどにアウトリーチし、
ガイダンスや標準に準拠できる資格がある場合には政府デジタルサービス（GDS）の製品・サービ
スを利用できる。（例：GOV.UK Notifyは、地方政府でも活用されている）

 2017年末から2018年初頭に、GDS Local Digital Declarationという300の地方自治体がアジ
ャイルによるデジタルサービスの開発のために、政府デジタルサービス（GDS）標準に準拠する代わりに
サポートやガイダンスを得るDeclarationを行った。（サポートの内容は、マーケットチームなどからのサポ
ート、アカデミーからのデジタルトレーニングなど）ナショナルチームはロンドン外に拠点を置き、連日様々
な地方政府を訪れてアウトリーチを行い、小さな地方自治体が支払いスキームやホスティングプラット
フォームを利用できることを周知している。

デジタルガバメントに関するシステムアーキテクチャーの概要

適用範囲

アーキテクチャー原則の適用範囲は、中央政府のみであるが、政府デジタルサービス（GDS）のナショナルチームが、
地方政府を訪れてアウトリーチを行い、ガイダンスや標準に準拠できる資格がある場合には地方政府でも政府デジタ

ルサービス（GDS）の製品・サービスを利用できる。

（出典）「GOV.UK Local Digital Declaration」（https://localdigital.gov.uk/declaration/)
（出典）「GDS Blog」
（https://gds.blog.gov.uk/2019/12/20/gov-uk-notify-is-sending-messages-for-more-than-1500-services-across-the-public-sector/）、および
GDSへのヒアリングに基づき作成

https://localdigital.gov.uk/declaration/
https://gds.blog.gov.uk/2019/12/20/gov-uk-notify-is-sending-messages-for-more-than-1500-services-across-the-public-sector/


（2）デジタルガバメントに関するシステムアーキテクチャーの在り方
②アーキテクチャー上「共通機能」と位置づけられる機能に関する事柄 ＜英国＞
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（出典）「GOV.UK Using Common Components」（https://www.gov.uk/service-manual/technology/using-common-components）

アーキテクチャー上「共通機能」と位置づけられる機能に関する事柄

現在、５つのコンポーネントがあり、これらはユーザの利用状況に応じて将来的に更新・拡張される可能性があ
る。

分類 名称 詳細

認証 GOV.UK Verify

デジタル政府サービスに安全にアクセスできるように、アイデンティティ
保証のためのプラットフォーム。民間サービスの認証基盤を活用し
ている。
2018年に、 EU eIDAS規制へ準拠するためのプロセスである
「事前通知」を完了。英国に居住する市民がGOV.UK認証情報
を使用して他の加盟国の公共サービスにアクセスできるようになる。

通知 GOV.UK Notify
政府のサービスチームが、エンドユーザに対してテキストメッセージ、
メール等を送信できるようにする仕組み。政府のデジタルサービスに
関するソフトウェアのアップデート通知などを行う。

決済 GOV.UK Pay
（パスポート申請、ライセンス更新など）あらゆる政府サービスの
決済について、ユーザーが同じ方法で行えるようにする仕組み。支
払内容の照会や払い戻しも可能。

PaaS
GOV.UK Platform as a 
Service

クラウドホスティングのPaaS。政府全体のチームがアプリケーション、
サービス、コンポーネントをホストするのを簡単かつ安価にする。

登録 Registers

最も信頼できる構造化された政府情報のデータセット。レジスター
は情報の種類ごとに整備され、「カストディアン」と呼ばれる1人の
人物によって管理される。「カストディアン」は、最新かつ正確な状
態を維持する責任がある。

https://www.gov.uk/service-manual/technology/using-common-components
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②アーキテクチャー上「共通機能」と位置づけられる機能に関する事柄 ＜英国＞
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アーキテクチャー上「共通機能」と位置づけられる機能に関する事柄

パフォーマンス・ダッシュボードにおいて、政府デジタルサービス（GDS）が提供する各共通機能の利用状況が日
次で更新されている。

（出典）「GOV.UK Performance Dashboards」（https://www.gov.uk/performance/other）

分類 名称 管理主体 詳細 （2020年1月8日時点）

認証 GOV.UK Verify
内閣府政府デジタル
サービス（GDS）

• 対応サービス数：22
• 利用者数：5,477,518人

通知 GOV.UK Notify
内閣府政府デジタル
サービス（GDS）

• 累計通知数：6億3300万

決済 GOV.UK Pay
内閣府政府デジタル
サービス（GDS）

• 累計決済件数：469万
• 累計決済金額：2億ポンド
• 平均決済金額：40.56ポンド

PaaS
GOV.UK Platform as a 
Service

内閣府政府デジタル
サービス（GDS）

• n/a

登録 Registers
内閣府政府デジタル
サービス（GDS）

• 累計APIリクエスト：3,702,476 （2016年2
月以降）

• 年間APIリクエスト：2,686,406 （2019年）
• 対応サービス数：13

https://www.gov.uk/performance/other


（2）デジタルガバメントに関するシステムアーキテクチャーの在り方
①デジタルガバメントに関するシステムアーキテクチャーの概要 ＜英国＞
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2011年に、政府デジタルサービス（GDS）が設立されてあと、2016年頃から順次共通機能がリリースされて
いる。

GOV.UK Verify
（2016年～）

更新タイミング

2010年 2015年 2019年

GOV.UK Notify
（2017年～）

GOV.UK Pay
（2016年～）

GOV.UK Platform 
as a Service
（2018年～）

Registers
（2016年～）

政府デジタルサービス
（Government Digital Service：GDS）が設立

（2011年）
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開発リソースを一覧化するツールキット上に各コンポーネントへのリンクを一元化。各コンポーネントのソースコード
をGithub上に公開し、コンポーネントの利用や機能改善を促進しようとしている。
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（出展）「GOV.UK Service Toolkit」（https://www.gov.uk/service-toolkit）および「Github GDS」（https://github.com/alphagov）

アーキテクチャー上「共通機能」と位置づけられる機能に関する事柄

＜サービス・ツールキットに含まれるリンク＞

• 各コンポーネント（API）のソースコードを、GitHub上に公開。

APIガイド・
ツールキット

オープン
ソース化

民間企業
の需要喚起

その他
独自施策

• 2017年末から2018年初頭に、GDS Local Digital Declarationという300の地方自治体がアジャイル
によるデジタルサービスの開発のために、政府デジタルサービス（GDS）標準に準拠する代わりにサポート
やガイダンスを得るDeclarationを行った。

• サービスツールキットをWeb上で公開
• 各省庁・自治体向けに、政府デジタルサービス（GDS）が保有するリソースを一覧化し、一元化し

たリンクから簡単にアクセスできるようにした「サービス・ツールキット」をGOV.UK上に公開。

• （特になし）

Digital Marketplace

標準 デジタルサービス標準、技術基準、サービスマニュアル

デザイン・スタイルの
リソース

デザイン原則、デザインパターン、再利用可能なフロントエンドコード、GOV.UK
プロトタイプキット、スタイルガイド

コンポーネント GOV.UK Notify、GOV.UK Pay、GOV.UK Verify、GOV.UK 
Platform as a Service 、Registers

サービス
データ パフォーマンスプラットフォーム

購入リソース

https://www.gov.uk/service-toolkit
https://github.com/alphagov


（参考） UK Verifyプロジェクトに対する評価

2019年の英国議会の下院公会計委員会は、GOV.UK Verifyに関する報告書を発表し、当初目標よりも
利用者数が大幅に下回っていることなどを理由に、プロジェクトを失敗と結論。
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英国議会
Webサイト、
下院公会計
委員会、1 
May 2019

• 下院公会計委員会は、GOV.UK Verifyに関する報告書を発表し、プロジェクトを失敗と結論。詳
細な報告を実施するようにGDSに勧告

• 委員会が出した6つの結論は下記の通り

⁃ 利用者が当初目標を大幅に下回っている（2020年までに2,500万人⇒現在の利用者
415万人）

⁃ 利便性が悪い

⁃ 政府内各部門の調整に失敗

⁃ システムの問題に対して説明責任を果たしていない

⁃ 2020年までの予算が切れた場合、継続性が不透明

⁃ システムを通じて民間プロバイダーが得られる知的財産の価値を考慮しておらず、納税者の
利益保護の視点に欠ける



（2）デジタルガバメントに関するシステムアーキテクチャーの在り方
③ユーザー認証について ⅰ.ユーザ認証の種類 ＜英国＞

GOV.UK Verify は、LOA１とLOA２の保証レベルの行政サービスに関してオンラインでの認証方法を提供し
ている。
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ユーザー認証の種類

保証レベル
（LOA)

対象となる行政手続 具体例 認証方法

LOA1 リスクが低いサービス
（金銭や利益をもたらさない、犯歴
などセンシティブ情報へのアクセスを
提供しない、など）

運転免許庁
（DVLA）：自身
の運転免許情報の
閲覧

単要素または二要素の本人識別情
報の確認を行う。
主に、ID・パスワードに加えて、
・SMS経由でのOTP
・スマートフォンのOTPアプリ、
・OTPハードウェアトークン
が用いられる。

LOA2 リスクが高いサービス
（金銭や利益をもたらす、犯歴など
センシティブ情報へのアクセスを提供
する、など）

ビジネス・エネルギー・
産業戦略省
（BEIS）：解雇
手当の請求

多要素の本人識別情報を用いる。
（ユーザの金融資産や歴史などの秘
匿性の高い情報）

LOA3 身体的危害や金銭的破滅など、
他の誰かが自分の身元を使用する
ことで深刻な結果に直面する可能
性がある場合

－ －

LOA4 ユーザーの身元を他人が脅かす可
能性がある場合

－ －

UK Verify
による認証

対象

上記の分類は、EUのIDアシュアランス標準である「eIDAS」、「Digital ID and Authentication Council of Canada 
(DIACC) Pan Canadian Trust Framework Model」、米国の「NIST 800-63」に準拠している。



（2）デジタルガバメントに関するシステムアーキテクチャーの在り方
③ユーザー認証について ⅱ 認証方式の選択のためのリスク分析手法＜英国＞

行政サービス担当者が政府デジタルサービス（GDS）が用意したリスク評価フォームに記入することで、政府デ
ジタルサービス（GDS）がリスクを分析し、サービスに適したLOA(保証レベル）を選択できるようになっている。
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認証方式の選択のためのリスク分析手法

リスク評価フォームへの記入
GOV.UK Verifyチーム

からの通知
LOA（保証レベル）の選択

 リスク評価フォームに記入する
。（サービスの仕組み、データ
の処理、および直面するオン
ラインの脅威に関する質問に
回答）。

 GOV.UK Verifyチームから
、1週間以内にサービスに適
したLOA（保証レベル）を
選択するための連絡がくる。

 サービスに適したLOA（保
証レベル）を選択。

（出典）「GOV.UK Assess the Risk of Identity Fraud to Your Service」（https://www.verify.service.gov.uk/risk-assessment/）

不明

リスク分析
手法

リスク分析
結果の共有

 行政サービス担当者が政府デジタルサービス（GDS）が用意したリスク評価フォームに記入することで、
政府デジタルサービス（GDS）がリスクを分析し、サービスに適したLOA(保証レベル）を選択できるよ
うになっている。

リスク評価の手順

サービスが過去に身元詐欺またはサイバー犯罪の標的にされているかどうか
サービスが脅迫または攻撃された場合に組織が失う可能性のある金額
サービスが脅かされたり攻撃されたりした場合、組織の評判にどの程度の損害を与える可能性があるか
特典や個人情報など、ユーザーがサービスから取得できるもの
サービスの使用中に他の誰かがユーザーになりすました場合、ユーザーにどのような金銭的、物理的、また

は感情的な損害を与える可能性がありますか

https://www.verify.service.gov.uk/risk-assessment/


（3）基本データ（Ｂａｓｅｒｅｇｉｓｔｒｙ）に関する事項
①基本データの概念の有無 ＜英国＞

英国では、従来個別の行政サービスごとにデータを管理してきていたが、2016年に政府データの相互接続性等
の責任を担う組織「レジストリ設計機関」を設立し、政府全体としてのデータエコシステムの最適化に取り組んで

いる。
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基本データの概念の有無

概念の有無と由来 基本データの相互接続性を担保する仕組み

 データ標準

• データセット間の相互運用性を向上させるため、表形式のデータを一
意の識別子に関連付けるためのルールを整備。

 「Tell Us Once」などのデータ交換システムの実現

• Tell Us Onceサービスは、個人データを省庁間で交換する仕組み
の１つで、出生または死亡の届け出をオンライン上で1度提出すれば
、関係政府機関に自動的に配信される。

 レジストリ設計機関（RDA)
• 2016年、政府デジタルサービス（GDS）の一部として、Registry 

Design Authority（レジストリ設計機関：以下RDA）を設置
して、政府のデータエコシステムの最適化に向けて、ガイドラインの維
持と更新を担っている。

• RDAは、レジストリが政府データの相互接続性を正確に反映するこ
とを保証する責任を負い、レジストリデータが「最小限の実行可能な
データセット」を構成するかどうかを確立し、そのデータが保持されるこ
とを保証する。

• レジスタ同士の相互接続性や、政府全体のレジスタエコシステムの
設計、新たなレジスタの配置に関して、RDAが管理している。

 英国では、かつて「Core-reference data」を
整備することが議論・検討されており、地理情報
、法人情報、土地・不動産情報をNational 
Core Reference Dataに含めるというレビュー
が2013年に政府関係者から出されたものの、そ
の後、取り組みは中止された。

 住民情報に関しては、異なる情報を登録する複
数のデータベースは存在するが、各サービスによっ
て異なるデータベースを使っている。（例：税務
サービス用のデータベース、地方政府の選挙区
における住民登録、NHSの全患者のコードナン
バーなど）。

 なお、政府デジタルサービス（GDS）主導で構
築されたRegister（
registers.service.gov.uk）では、地理空間
データを中心に、50以上のRegistryが公開さ
れている。（その他は、政府デジタルサービス（
GDS）が管理するデータが多い）

（出典）政府デジタルサービス（GDS）へのヒアリングに基づき作成



（参考） Tell Us Once サービス

（出典）「経済産業省のデジタル・トランスフォーメーションについて」（https://www.g-contents.jp/2018/data/gcw0.pdf） 22

【図表・英02】英国のTell Us Onceについて

https://www.g-contents.jp/2018/data/gcw0.pdf


（3）基本データ（Ｂａｓｅｒｅｇｉｓｔｒｙ）に関する事項
②基本データの内容・含まれるデータの類型・種類・管理主体 ＜英国＞

住民情報について、異なる情報を登録する複数のデータベースは存在するが、英国の全市民の情報を登録す
るデータベースは存在しない。法人情報、土地不動産情報、車両情報のレジストリが、各管理機関にて管理

されている。
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情報種別 含まれる情報の例 管理主体

住民情報 • 住民から自治体へ提出された出生届/結婚届に記載された情報
• 選挙人登録に登録した選挙人の情報
• 国民保険制度に登録された被保険者の情報
• 歳入・関税庁が有する国税の納税者の情報
• 国民医療制度（NHS）でGPに登録したNHS患者の情報
• 英国政府発行のパスポートに記載された情報
• 自治体が有するカウンシル税の納税者（世帯主）の情報
• 英国で発行された運転免許証の保持者の情報

行政分野・登録情報により様々

法人情報
（Business Registry）

• 名称
• 設立年
• 所在地、会社の種類 など

Company House（ビジネス・エ
ネルギー・産業戦略省下の企業登
録機関）

土地・不動産情報
（Land Registry）

• 財産区分
• 取引年月日、取引価格
• 住所、所有者情報など

HM Land Registry（政府機
関：1862年設立）
政府支出はゼロで、登録費用と検
索費用の収益により運営。

車両情報
（Vehicle Registry）

• 車種、メーカー、税区分
• ナンバー
• 販売ディーラー
• 所有者の住所、氏名、生年月日

運輸省

英国のレジストリに含まれるデータベースの例

 異なる情報を登録する複数のデータベースは存在するが、各サービスによって異なるデータベースを使っている。（例：税務
サービス用のデータベース、地方政府の選挙区における住民登録、NHSの全患者のコードナンバーなど）。しかし、プライバ
シーへの懸念の声を反映して、2020年現在、英国の全市民の情報を登録するデータベースは存在しない。

（出典）「国家情報システム（国民 ID） に関する調査研究報告書」（https://www.i-ise.com/jp/report/pdf/rep_it_201010.pdf）
（出典）「（財）自治体国際化協会ロンドン事務所マンスリートピック」 （https://www.jlgc.org.uk/jp/information/monthly/uk_august_01.pdf）

https://www.i-ise.com/jp/report/pdf/rep_it_201010.pdf
https://www.jlgc.org.uk/jp/information/monthly/uk_august_01.pdf


（3）基本データ（Ｂａｓｅｒｅｇｉｓｔｒｙ）に関する事項
③基本データへの市民のアクセス方法に関する整理 ＜英国＞

各レジストリは、基本的にはウェブサイトから検索・情報取得が可能となっている。証明書の発行や文書のダウン
ロードは有料で、デビットカードやクレジットカードで支払う仕組みになっている。
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基本データへの市民のアクセス方法・費用

情報種別 アクセス方法 費用

住民情報 • 出生、結婚、死亡証明書のコピーの取得：①GRO（General
Register Office）ウェブサイトからのオンライン請求→②PDFま
たは印刷証明書の郵送

• https://www.gov.uk/order-copy-birth-death-
marriage-certificate

• 基本料金￡11（優先サービスで
￡35などの別メニューあり）

法人情報
（Business Registry）

• Companies House のWebサイトから情報検索・文書ダウン
ロードが可能。（DLはユーザ登録必要）

• その他、国内4か所のインフォメーションセンター窓口などでもアクセ
ス可能。

• https://www.gov.uk/government/publications/comp
anies-house-fees/companies-house-fees

• Companies House Serviceでの
検索は無料。企業レポート取得￡1、
文書ダウンロード￡1。インフォーメー
ションセンターも基本情報は無料。文
書プリントアウトは1ページ10ペンス～。

土地・不動産情報
（Land Registry）

• Land Registryのポータルサイトから、オンラインで検索・情報請
求が可能。

• https://www.gov.uk/guidance/hm-land-registry-
information-services-fees

• 物件概要、物件登録情報などの取
得：

• 窓口→￡７、オンライン→￡3
• 洪水リスク指標：￡10.80

車両情報
（Vehicle Registry）

• 一般向けのサービスは特になし（個別に照会か） • 一般向けのサービスは特になし（個
別に照会か）

 Register（registers.service.gov.uk）から、地理空間情報などの50以上のレジストリをダウンロード可能。ただし、住
民情報や法人情報、不動産情報などは、これに含まれていないため、個々のWebサイト等にアクセスする必要がある。

https://www.gov.uk/order-copy-birth-death-marriage-certificate
https://www.gov.uk/government/publications/companies-house-fees/companies-house-fees
https://www.gov.uk/guidance/hm-land-registry-information-services-fees


（参考）Register（registers.service.gov.uk）
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刑務j所情報

地域名称 地域情報

地区名称

教育機関名 アセスメント

組織機関 ドメイン名

地方政府機
関

地方機関名
称の原則

排水管理委員会

アレルギー物
質

臨床コミッショ
ングループ

職業紹介所

英国政府デジタルサービス（GDS）が整備しているRegister（registers.service.gov.uk）では、地理空
間情報などの50以上のレジストリをダウンロード可能。APIも開放している。

など

など

など

など

など

など

（出典）「GOV.UK Registers」（https://www.registers.service.gov.uk/）

【図表・英03】「Register」に登録されているレジストリ

https://www.registers.service.gov.uk/


（4）政府の調達手法に関する事項
①アジャイル型開発プロジェクトの調達方法 ＜英国＞

政府デジタルサービス（GDS）では、デジタルサービス開発にあたっての調達手法についてのガイダンスを定めて
いる。（デジタルサービス開発は、原則アジャイル型で開発することとされている）
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デジタルサービス調達の流れ
（Digital Marketplaceを用いた調達）

（出典）「GDS Guidance」
（https://www.gov.uk/guidance/digital-outcomes-and-
specialists-buyers-guide）

仕様案の準備

購買計画承認

Digital Marketplaceへの掲載

サプライヤーからの質問に回答

「必須」「加点」要素を採点し、ショートリス
ト作成

ショートリストに含まれなかったサプライヤー
へのフィードバック

ショートリスト企業をアセスメントステージへ
招待

提案書・プレゼンテーションを評価し、選
定

契約締結

契約書をContract Finder上に公開

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Be Agile
 伝統的なウォータオーフォール型のRFPは、要件、タイムスケール、成果物（実行する

必要のある作業）の指定が厳しすぎるため、アジャイル型の開発プロセスに適さない。
 アジャイルでは、入札および機能仕様への長文の書類は必要なく、あまり多くの詳細

を含めるべきではない。
 サプライヤに、ニーズに最適なソリューションを提案するのに必要最低限の情報を提供

することが必要。

How to write your requirements for Digital 
Outcomes and Specialists services 

How to set your evaluation criteria when buying 
Digital Outcomes and Specialists services 

 技術的な能力、文化的な適合性、提案の価格

調
達
の
流
れ

個別のプロセスに関するガイドライン

文化的適合に
該当する

内容

文化的適合に
該当しない

内容

• whether the supplier looks, talks or behaves in the 
same way as you about having agile skills – that’s 
technical competence

• how the supplier works with other people
• how the supplier solves problems
• The supplier’s approach to making decisions
• how the supplier shares knowledge and experience
• the supplier’s attitude to making mistakes

https://www.gov.uk/guidance/digital-outcomes-and-specialists-buyers-guide


（参考）Digital Marketplace について
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Digital Marketplace について

英国では、2012 年に、少数の大手サプライヤー以外へも政府調達の門戸を開放すべしとして、 Digital 
Marketplaceを立ち上げ、パソコン、データホスティングを含むIT調達は、そこを通して行われている。

Digital
Marketplac

eとは

• Digital Marketplaceの立ち上げ以前にはロンドン拠点の12のサプライヤーのみからしか調達を行わなか
ったが、立ち上げ以降は地方拠点を含む5,000業者（半数は中小企業）から調達を行っている。導入
当初、これまで官公庁IT市場を寡占していた大手サプライヤーはボイコットを行うなど反対したが、Digital 
Marketplaceが成功したために現在は大手業者自身もDigital Marketplaceに参加している。
Digital Marketplaceは公共セクターへのサービス提供を簡単に行うことができることが証明されたからで
ある。サプライヤーは共通の条件（シンプルで理解しやすいもの）を通し、調達サイクルを５−６週間に
短縮化することを可能としている。

• クオリティコントロールに関しては、Crown Commercial Service (CCS)が全ての応募を管轄しており、
企業のアシュアランスを行っている。Digital Marketplaceに載るサプライヤーが特定のクオリティを満たして
いるか、アジャイル手法や原則を用いているか、政府デジタルサービス（GDS）の通常のやり方に従ってい
るか（そこを通して他省庁に供給されるため）、一定水準の企業を利用できるか、金額通りの価値がある
か、必要な時に契約を終了できるか（通常６ヶ月の期間内でしか調達を行えない）、についてのアシュア
ランスを行う。

導入の効果

ベンダーの
品質管理

• 2012年2月、公共機関向けオンラインICTアプリケーションストア「Cloud Store」の提供が開始された。同
ストアを通じて、政府・公共機関が各種クラウド・サービス（ホスティング、ソフトウェア、サポート）を購入でき
、海外ベンダや中小ベンダも参画可能となった。

• 2014年11月には、同ストアをアップグレードした「Digital Marketplace」（G-Cloud 6）が開始され、
専門家・研究参加者・データセンタ用スペース等の幅広いサービスが登録可能となった。2015年8月には、
公共セクターへの商業サービスの共同調達を担う内閣府外庁のクラウン商業サービス（Crown 
Commercial Sercvice）が、Digital Marketplace上で「Digital Service 2」を開始したほか、
2018年7月からは、NCSCが承認した一定のサイバーセキュリティ・サービスの調達も可能となった（G-
Cloud 10）。



（4）政府の調達手法に関する事項
①アジャイル型開発プロジェクトの調達方法 ＜英国＞
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 ユーザーリサーチ
全開発チームがユーザーリサーチを行うことを義務付けている。顧客へのインタビューを行い、実際に利用する
人々のことを考える。

アルファ
（試行ステージ）

ベータ
（よりサービスとして形になってい

るパイロット版 ）

ライブ
（ローンチレベル）

 各省庁がデジタルサービスを開発する際に、政府デジタルサービス（GDS）はアシュアランス機能を提供する。各省庁は
GDS標準チームへと問い合わせ、承認を受け、アルファ、ベータ、ライブの３段階でアセスメントを受ける。

 アセスメントは開発されるサービスが全標準に従っているかを評価するために行われ、アセスメントを合格しなければ、次のフ
ェーズに進むことはできない。

 ケイパビリティ評価
チームメンバーの時間、省庁のサー
ビスチームの人員、などを確認。

 政府デジタルサービス（GDS）のアカウントマネージャーが評価（政府デジタルサービス（GDS）の
職員及びテクニカルな職員（テクニカルアーキテクトやリサーチャー、設計者など））

 サービス開発状況の評価
サービスチームの開発が順調かどうか確認すると同時に、標準に達しているかを確認する。

• 60％のサービスは１回でアル
ファ評価合格。

• 82％のサービスは２回目でア
ルファ評価合格。

サービス開発におけるGDSのアセスメント

政府デジタルサービス（GDS）では、各省庁のデジタルサービス開発が、サービス開発標準に従っているかを評
価するためのアセスメントを行っている。アルファ、ベータ、ライブの開発フェーズの3段階ごとに合否を判定する。

（出典）政府デジタルサービス（GDS）へのヒアリングに基づき作成



（4）政府の調達手法に関する事項
②プロジェクトの評価手法 ＜英国＞

アジャイル型プロジェクトに即した評価方法についてガイドラインが定められている。また、ベンダーのパフォーマンス
評価に関するフレームワークが存在する。

29

プロジェクトの評価手法

（出典）「GOV.UK Measuring and Reporting Progress」（https://www.gov.uk/service-manual/agile-delivery/measuring-reporting-progress）

 パフォーマンスプラットフォーム
• 英国政府は、政府サービスの運用実績データの収集と公開に取り組んでいる。政府が提供する

800以上のWebサイトやサービスについて、その利用件数やトラフィックなどをデータとして公開して
いる。（次々頁参照）

 「測定と報告」：Measuring and reporting progress in agile
• 以下の項目について、進捗状況の測定と報告を継続的に実施する。

⁃ 継続的な計画：ビジョン、目標、目的、ロードマップに対する進捗を追跡
⁃ ビジュアル管理：チームウォールや公開バックログ
⁃ 対面ミーティング
⁃ チームおよび組織全体の回顧

• なお、レポート要件は出来る限り少なくすべき。

 契約書におけるKPIの合意
• 王立サービス調達庁とベンダーとの契約書雛形である「Digital Outcomes and Specialists 

3 framework agreement」 において、パフォーマンスKPIの項目が定められている。
（次頁参照）

プロジェクト
評価方法

ベンダー評価
方法

評価結果の
蓄積・活用

https://www.gov.uk/service-manual/agile-delivery/measuring-reporting-progress


（参考） デジタルサービス調達におけるKPI管理

調達部門がサプライヤーと合意するKPIには、「顧客満足度」も含まれる。

30

KPI# Performance criteria Target Measured by

Contract Management

1
Respond to CCS for any Framework management

matters

95% or

above

Responding to correspondence (email or phone) from CCS within 2 

Working Days Resolving issues raised within 5 Working Days

2
Provide a report to detail the number of Call-Off 

Contract variations within each Quarter
100% Provision of the report 2 weeks after the end of each Quarter

Management Information

3
Complete, accurate MI template to be returned to

CCS by the Reporting Date
100%

Complete and accurate MI template submitted to CCS by the 

Reporting Date

4
Management Charges to be paid within 30 

calendar days from date of invoice issue
100%

Confirmation of payment received by CCS within 30

calendar days

5

Provide accurate and full breakdown of pricing for

Services within 14 Working Days of a request from 

CCS 

100% Confirmation of receipt of full and accurate information by CCS 

6

Provide accurate and full information when 

requested by CCS for pricing calculations relating 

to a fixed or capped price bid

under a Call-Off Contract

100% Confirmation of receipt of full and accurate information by CCS 

Customer Service

7 Customer satisfaction

Customer

satisfaction of

90% or

above.

% of responders who are satisfied or better at the end of

Sprint/Release customer satisfaction report. At the end of each 

Sprint as part of the retrospective, the Buyer will use the SoW

Balanced Scorecard to score their satisfaction against upplier’s

performance during that Sprint/Release.

8 Responsiveness to Further Competitions

95% or

above

per

Quarter

Responding to Further Competitions issued via the

Framework (at shortlisting stage).

A response is defined as a communication to the Buyer

confirming that a bid or no bid will be provided

（出典）「GOV.UK Digital Outcomes and Specialists 3 Framework Agreement」
（https://www.gov.uk/government/publications/digital-outcomes-and-specialists-3-framework-agreement/digital-outcomes-and-specialists-3-
framework-agreement）

Digital Outcomes and Specialists 3 framework agreement （Updated 1 October 2018）

（注） CCSは、the Crown Commercial Service（王立調達サービス庁）の略

KPI

https://www.gov.uk/government/publications/digital-outcomes-and-specialists-3-framework-agreement/digital-outcomes-and-specialists-3-framework-agreement


（参考）パフォーマンス・プラットフォーム
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英国政府は、政府サービスの運用実績データの収集と公開に取り組んでいる。政府が提供する800以上の
Webサイトやサービスについて、その利用件数やトラフィックなどをデータとして公開している。

パフォーマンス・プラットフォーム（画面）

トップページから、各サービスのダッシュボードを探して確
認することができる

【図表・英04】英国のパフォーマンス・プラットフォーム（画面）



（4）政府の調達手法に関する事項
③ＩＴ 調達に係る日数 ＜英国＞

英国議会の電子請願システム（e-petitions）は、調達から完成まで8週間で実施した。市民や

企業とのトランザクションが発生する25の主要サービスを18ヶ月で改善した。
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ＩＴ 調達に係る日数

英国議会
電子請願システム
（e-petitions）

（2011年）

調達期間 開発手法

アジャイル

開発規模

8万ポンド
（日本円で約1,000万円）

調達から完成までの期間

8 週間

1.選挙権の登録
2.職業訓練に関する情報照会
3.失業手当
4.特許の更新
5.土地登記
6.奨学金
7.廃棄物処理業者登録
8.農業補助金の申請
9.運転免許に関する情報照会

（出典）「一般社団法人 行政情報システム研究所 -英国政府GDSが牽引するデジタル改革-」（https://www.iais.or.jp/articles/articlesa/20180410/01/）

25の主要
サービス

（右記）

調達から完成までの期間

下記すべてを18ヶ月
アジャイル

18.税理士による顧客の税手続の管
理
19.訪英旅行者向けサービス
20.パスポート
21.ビザ
22.市民権取得申請
23.労働審判所への申立手続
24.刑務所への面会予約
25.弁護士資格の更新手続

10.自動車ナンバープレートの取得、書
き換え
11.自動車の名義変更
12.介護者の各種申請
13.個人自立支援手当(PIP)
14.ユニバーサルクレジット
15.源泉徴収
16.確定申告
17.個人用税アカウントの開設

－

https://www.iais.or.jp/articles/articlesa/20180410/01/


経済産業省
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先進事例の実態調査）
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(1)デジタルガバメントに関する法制度・行政内ルール・規制の在り方
①デジタルガバメントに関連する法制度の概要 ＜エストニア＞

1

デジタルガバメント関連法制度の変遷

2010年 2015年 2019年

• 公共情報法（Public 
Information Act）
（2018年施行）

デジタル戦略

デジタルガバメン
トに関する基本
戦略・イニシアチ
ブ、基本法

エストニアでは、2014年の「デジタルアジェンダ2020」以降にデジタルガバメント関連の各種制度化が進み、2018
年の「デジタルアジェンダ2020」の見直しに合わせて、関連する法制度が整備されてきている。

デジタルアジェンダ2020

（2018年改訂）

• サービスの管理と情報の管理の
原則（2017年）

デジタルアジェンダ2020

（2014年策定）

アーカイブ法

（ 1998年策定2012年改正施行） • 個人データ保護法（
Personal Data 

Protection Act）
（2018年施行）

• Open Government 
Partnershipアクションプ
ラン2018-2020

（2018年発表）

• デジタル署名法（DSA）
（2000年）

• 電子取引のための新しい電子身分証明
および信託サービス法
（2016年→2019年改正）



(1)デジタルガバメントに関する法制度・行政内ルール・規制の在り方
①デジタルガバメントに関連する法制度の概要 ＜エストニア＞

2018年に更新した「デジタルアジェンダ2020」では、エストニアのデジタル戦略に関する2020年までの目標が定
められている。

2

成立・公布
時期

所管組織

「DIGITAL AGENDA 2020 FOR ESTONIA Updated 2018」

• 2014年に採択されたDIGITAL 
AGENDA 2014-2020 を
2018年に見直したもの

• 経済通信省

（出典）「デジタル化庁 公共部門のデジタル化戦略：より強力で安全なデジタルエストニア（2016 – 2020）」
（https://www.mkm.ee/sites/default/files/digitalagenda2020_final.pdf）

Ministry of Economic Affairs 
and Communications

法令・
制度名称

• DIGITAL AGENDA 2020 
FOR ESTONIA Updated 
2018

 エストニアの公共サービスをより強力で安全なものとするため、デジタ
ル戦略に関する2020年までの目標を設定

主要目標
 超高速ブロードバンド、５Gアクションプラン、ラストワンマイル接続の可用

性を高めるための措置
 公共のeサービスにおいて、「目に見えない」「プロアクティブ」なイベントサ
ービスを開発。

 原則、国民は１度のやり取りですべての公共サービスを完了できること
 データ分析とリサーとの公共部門の能力を高める。
 公共部門での人工知能アプリケーションの採用を開始すること。
 データの利用目的や使用状況を特定できるようにすること。
 エストニア経済の伝統的な分野でのICT専門家の確保
 サイバーセキュリティ能力の強化、研究開発の促進
 外国人のデジタルアイデンティティとサービスの普及（e-Residencyプロ

グラム拡大） など

公共サービスの品質に対する満足度の目標
 16-74歳の一般国民：

67％（2012年）→64.6％（2016年）→85%（2020年）
 起業家：

76%（2012年）→85.31％（2016年）→90%（2020年）

https://www.mkm.ee/sites/default/files/digitalagenda2020_final.pdf


(1)デジタルガバメントに関する法制度・行政内ルール・規制の在り方
①デジタルガバメントに関連する法制度の概要 ＜エストニア＞

エストニアデジタルガバメントに関する、その他の関連法制度の概要は以下のとおり。

その他 関連法制度

分類 文書名 発行日 発行者 概要

データ活用、
オープンガバメ
ントに関するも
の

アーカイブ法 1998年施行
→2012年改正

エストニア政府 アーカイブ文書の収集、評価、アーカイブ、保存、ア
クセス、およびアーカイブ活動の原則を定めたもの。
同法に基づいて、アーカイブの登録簿に入力された
個人記録と、アーカイブの登録簿に入力された個
人記録の所有権の移転に関するガイドラインを設
定。

公共情報法（Public 
Information Act）

2018年施行 エストニア政府 中央政府および地方機関、公法上の法人、およ
び公共サービスを含む公務を行っている民間団体
を対象とし、情報の所有者は情報のリクエストに対
し5営業日以内に応答することが義務付け。

個人データ保護法
（Personal Data 
Protection Act）

2018年施行 エストニア政府 1）欧州議会およびEUの規則の実施基準、2）
個人データの保護に関する刑事罰、3）個人デー
タの処理要件の遵守に関する国家監督の実施手
順、 4）個人データの処理要件の違反に対する
責任について定めたもの

Open Government 
Partnershipアクションプ
ラン2018-2020

2018年発表 エストニア政府 国レベルおよび地方レベルで開かれた包括的な政
策決定を促進。 国家レベルでは、立法案のより包
括的なプロセスをサポートする新しい情報システムを
作成するための要件が定義された。

3



(1)デジタルガバメントに関する法制度・行政内ルール・規制の在り方
①デジタルガバメントに関連する法制度の概要 ＜エストニア＞

エストニアデジタルガバメントに関する、その他の関連法制度の概要は以下のとおり。

その他 関連法制度

分類 文書名 発行日 発行者 概要

行政手続の電
子化、オンライ
ン化に関するも
の

サービスの管理と情報の
管理の原則

2017年 エストニア政府 サービスを管理し、情報を管理するための原則とし
て。 1）サービスの管理と開発。 2）情報ガバナン
ス、に関する要件を定めたもの。

1）個人の人生の出来事（子供の誕生、家の建
設など）; 2）起業家のビジネスイベント（ビジネス
の開始、ビジネス活動の終了など）、イベントに即
してサービスが提供されるべきことを規定。

eID、公的認
証に関するもの

デジタル署名法
（DSA）

2000年 エストニア政府 デジタル署名と手書き署名に同等の法的価値を与
え、すべての公的機関がデジタル署名文書を受け
入れる義務を定めた。
エストニアの国民ID（国民識別番号）カード
「eID」は、このデジタル署名法およびアイデンティ
ティ文書法により、規定されている。

電子取引のための新しい
電子身分証明および信
託サービス法

2016年→2019
年改正

エストニア政府 2000年12月15日に施行され、2014年に改訂
されたデジタル署名法（DSA）に代わるもの。EU
のeIDAS規制を反映している。

4



(1)デジタルガバメントに関する法制度・行政内ルール・規制の在り方
②行政におけるＡＩ 利活用と倫理に関する整理の動向 ⅰ.AI利活用＜エストニア＞

5

人工知能のための国家戦略

（出典）「エストニア政府 人工知能のための国家戦略（2019 – 2021）」
（https://f98cc689-5814-47ec-86b3-db505a7c3978.filesusr.com/ugd/7df26f_27a618cb80a648c38be427194affa2f3.pdf）

エストニアは、AIに関する国家戦略を2019年5月に公開。「政府のAI」「経済のAI」「研究開発のスキル」「法
的環境の強化」の４点について達成すべき目標を明記。

公共部門と民間部門の両方でAIベースのアプリケーションの使用を加速・支援する上で、政府が主導的な役割を果たすこと、
2019年から2021年の間に少なくとも1,000万ユーロを投資して戦略を実施することが明記されている。

• 政府のAI
• 政府主催のアイデアソン開催
• 政府研究所によるに自動AIベースの意思決定サポート技術に関するプロジェクトの開始
• 公共部門のAIアプリケーションをテストするためのサンドボックスの作成、
• 政府のレポジトリ内に、日常的なアクティビティの自動化を支援するテキスト分析ツールを公開。
• AIに関する意識を高めるための公開オンライン講座 など

• 経済のAI
• 10万ユーロ程度の予算で政府保有のデータセットを活用したAIを作成するためのイノベーションコンペティションの実施
• AI製品開発のパイロットプロジェクトをサポート（TRLレベル4〜6のAI製品開発を対象に最大50,000ユーロ、 TRL
レベル5〜7のAI製品開発を対象に最大200,000ユーロ） など

• 研究開発に伴うスキル
• AIを含むデータサイエンス分野の修士課程プログラムを開始（タルトゥ大学は2020-2023の間に少なくとも50名の
修士課程学生を訓練）

• 人工知能におけるデジタルイノベーションハブの立ち上げなど
• 法的環境の強化

• 各種法制度の変更（2020年に「人工知能法」パッケージの草案を議会に提出）

https://f98cc689-5814-47ec-86b3-db505a7c3978.filesusr.com/ugd/7df26f_27a618cb80a648c38be427194affa2f3.pdf


(1)デジタルガバメントに関する法制度・行政内ルール・規制の在り方
②行政におけるＡＩ 利活用と倫理に関する整理の動向 ⅱ.AIと倫理に関する議論＜エストニア＞

6
（出典）「エストニア政府 人工知能のための国家戦略（2019 – 2021）」
（https://f98cc689-5814-47ec-86b3-db505a7c3978.filesusr.com/ugd/7df26f_27a618cb80a648c38be427194affa2f3.pdf）

５つの倫理原則

 2019年5月に公表された「エストニア人工知能タスクフォース報告書」では、 人工知能に関する倫理原則と、重視すべ
き権利を整理している。

重視すべき権利

• Do good ! 

• 危害を引き起こさないでください！

• 偏見から解放されること！

• 自分の意思決定を行う人の権利を
尊重すること！

有用性の原則

危害の発生を
控える原則

自治の原則

公平性の原則

• 透明性をもって行動すること！
明快さの原則

• 人間はデータ主体だけでなく、ユニ
ークな個人であり、人間の尊厳は
尊敬されるべき

• 直接的あるいは間接的な干渉、欺
瞞、操作から保護すること

• 事実上異なる状況によらず、人々
を平等に扱うことを意味する。また、
誰もがテクノロジーによって提供され
るメリットを受ける権利がある。

• 人間は政治的な力を持っている。
人工知能は、民主的なプロセスに
干渉する権利はない。

人間の尊厳に
対する権利

自由の権利

法の支配に基づ
く、民主主義と国
家の原則の尊重

平等、非差別、
少数者の承認の

権利

• 人工知能 は公共サービスの質を高
めるものであるため、市民はそのメリ
ットを享受できる必要がある。

公民権

https://f98cc689-5814-47ec-86b3-db505a7c3978.filesusr.com/ugd/7df26f_27a618cb80a648c38be427194affa2f3.pdf


(1)デジタルガバメントに関する法制度・行政内ルール・規制の在り方
③デジタル時代における法策定プロセス改革の動向 ＜エストニア＞

7

デジタル時代における法策定プロセス改革の動向

 E-Law
E-Lawシステムは、エストニアの法務省向けのオンラインデータベースであり、2003年2月以降に提出されたすべての法案を一
般の人々が読むことができる。

読者は、立法案を提出した人、その現在のステータス、および議会プロセスを通過したときに行われた変更を確認できる。法律
が法律になると、オンラインの官報Riigi Teatajaで公開される。これは、オープンな法律図書館として機能する別の検索可能
なデータベースである。

 エストニアでは、2003年以降、「E-Law」システムにより立法プロセスが一般の人々に対して可視化されている。



（2）デジタルガバメントに関するシステムアーキテクチャーの在り方
①デジタルガバメントに関するシステムアーキテクチャーの概要 ＜エストニア＞

エストニアでは、「X-Road」を土台とし、すべてがインターネットにより安全かつ快適に活用できるシステムを効率
的に構築し、他国の情報システムとのデータやシステムの相互運用を推進している

8

システムアーキテクチャーの基本構造

 インターネット上のデータ交換基盤「X-Road」を土台とし、市民、企業、公務員の全てがインターネットを通じて行政
手続きに関するデータやサービスを安全かつ快適に活用できるシステム

（出典）「総務省 平成27年度版 情報通信白書」（https://www.soumu.go.jp/johotsusintokei/whitepaper/ja/h27/html/nc233210.html）

インターネッ
ト上のデータ
交換基盤
「X-Road」
が土台

電子証明書、
タイムスタン
プと第三者
機関による
監査体制

他国との相
互運用性

すべてがインターネットをベ
ースに設計、構築され、各
省庁や自治体および民間
企業はセキュアかつ証明性
を持ってデータ連携ができる
X-Roadに接続

国民、法人、公務員の全
てがX-ROADを通じてDB
にアクセスする際、eIDでロ
グインし、電子証明書とタイ
ムスタンプで根拠あるログを
残し、第三者機関が監視

システム調達を一括で認
証する仕組みにより、重複
する機能の政府システムの
調達を徹底的に排除

政府情報シ
ステムの機
能重複を排
除する仕組

Ｘ-ROADを通じ、他国の
情報システムとのデータやシ
ステムの相互運用を実現

【図表・エ01】X-Roadをベースとしたエストニアのシステムアーキテクチャーの概念図

https://www.soumu.go.jp/johotsusintokei/whitepaper/ja/h27/html/nc233210.html


（2）デジタルガバメントに関するシステムアーキテクチャーの在り方
①デジタルガバメントに関するシステムアーキテクチャーの概要 ＜エストニア＞

エストニアのデジタルガバメントのインフラストラクチャーは、「レガシー排除」「構築vs購入」「ワンスオンリー」「総囲
碁運用性とセキュリティ」の４つの原則に沿って構築されている。

9

デジタルガバメントに関するシステムアーキテクチャーの概要

アーキテク
チャー策定の
背景・考え方

（出典）「エストニアのデジタル化」
（https://www.ucl.ac.uk/bartlett/public-purpose/sites/public-purpose/files/iipp-wp-2018-09_estonias_digital_transformation.pdf）

•レガシー排除の原則：
公共のデジタルインフラストラクチャでは、13年以上前の技術的ソリューションを使用しないこと。

•構築vs購入の原則：
ICTベンダーから「既製の」ソフトウェアシステムを購入するのではなく、ゼロからシステムを構築することが優先される。

•ワンスオンリーの原則：
企業と市民は政府当局に1回だけ情報を提供する必要があり、データ交換レイヤーx-roadを通じて政府機関全
体でデータを利用できる。

•相互運用性とセキュリティの原則：
統一されたデータベースと情報システムを作成するのではなく、データシステムの安全な相互運用性に焦点を合わせ
る。

エストニアのデジタルアジェンダ2020は、相互運用性に焦点を当てている。
これに関してアーキテクチャーの設計に関する権限をゆする経済通信大臣は、「情報システムの中心的なコンポーネ
ントと相互運用性のためのソリューションは、技術と機能の開発に安全に適合するように開発される」と述べている。

【政府のデジタルインフラ構築における４つの原則】

 相互運用性の実現を含め、政府のデジタルインフラ構築における４つの原則が掲げられている。

https://www.ucl.ac.uk/bartlett/public-purpose/sites/public-purpose/files/iipp-wp-2018-09_estonias_digital_transformation.pdf


（2）デジタルガバメントに関するシステムアーキテクチャーの在り方
①デジタルガバメントに関するシステムアーキテクチャーの概要 ＜エストニア＞

電子政府の方針策定等を指揮するe-estonia評議会に民間委員が参画しているほか、 E-estoniaおよびX-
ROADの開発には民間企業の技術が採用されている。

10

デジタルガバメントに関するシステムアーキテクチャーの概要

民間の
関与・手法

（出典）「電子国家エストニアを支える主要テクノロジー」（https://weekly.ascii.jp/elem/000/000/405/405594/）

E-Estonia Councilは、エストニアのデジタル社会と電子政府の発展、特に国家デジタルアジェンダの
実施を指揮する機関。 5人の専門家とICT部門の代表者と3人の大臣が評議会のメンバーがいる。

（民間委員）
•Annika Uudelepp （民間企業Tuleva のファウンダー兼CEO）
•Linnar Viik （情報工学者）
•Taavet Hinrikus） （P2P送金サービスTransferWise のファウンダー兼CEO）
•Taavi Kotka（バルト諸国で最大のソフトウェア開発会社の1つであるNortalのCEO）

E-estoniaおよびX-ROADの開発は、Academy of Science of Estonia（エストニア科学学会）が設立
したCybernetics研究所を前身とするエストニアの企業Cyberneticaが行っている。

また、政府の個人情報管理にあたっては、国産スタートアップであるGuardtime社が提供するブロックチェーンの
サービスなどをAPI等で活用している。

 E-estonia評議会に民間委員が参画。

 開発における民間技術の採用。

https://weekly.ascii.jp/elem/000/000/405/405594/


（2）デジタルガバメントに関するシステムアーキテクチャーの在り方
②アーキテクチャー上「共通機能」と位置づけられる機能に関する事柄 ＜エストニア＞

エストニアは、政府情報システムの相互連携を重視したアーキテクチャーであるため、異なる組織が共通して利用
する機能はあまりない。共通機能としてはデータ交換基盤のX-Teeや国民IDの認証基盤などが挙げられる。
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アーキテクチャー上「共通機能」と位置づけられる機能に関する事柄（機能・管理主体）

分類 名称 詳細

認証 eID
PKIを活用した電子認証基盤。IDカード、モバイルID、スマートIDの３つがある。また非
居住民も利用可能なe-Residencyも提供。eIDによって電子認証することによって、
eTAX、 e-Voting、e-Banking等のサービスが利用できる。

トラストサービス TrustService

個人証明書の発行とライフサイクル管理 タイムスタンプサービスの提供、電子署名の作
成 電子署名の検証 電子署名の保管 電子データ交換サービス Webサーバーの証明
書の発行など。エストニアのトラストサービスプロバイダーは、SK ID Solutions AS
（eIDおよびタイムスタンプ）とGuardTime AS（タイムスタンプ）。

データ交換 X-Road®
（X-tee）

各省庁やその他の機関のデータベースを連携させるためのデータ交換基盤。すべての送
信データはデジタル署名および暗号化され、すべての受信データは認証およびログ記録さ
れる。

文書交換 DHX

公共部門の文書管理システムと他の情報システムとの間で文書や情報を安全に交換で
きるようにする文書交換プロトコル。従来は文書を一時保管する「文書交換センター」を
利用していたが、2018年にドキュメント管理システム（DMS）による文書交換方式に
移行した。

ポータル Eesti.ee エストニアへの情報とeサービスに関するゲートウェイ。ライフイベントに即した各種公共サー
ビスが利用できる。

（出典）「e-Estonia Solutions」（https://e-estonia.com/solutions/）

https://e-estonia.com/solutions/


（2）デジタルガバメントに関するシステムアーキテクチャーの在り方
②アーキテクチャー上「共通機能」と位置づけられる機能に関する事柄 ＜エストニア＞

各サービスの管理主体、利用状況は以下のとおり。

12

アーキテクチャー上「共通機能」と位置づけられる機能に関する事柄（管理主体、利用状況）

分類 名称 管理主体 利用状況

認証 eID エストニア政府
国民の98%が国民IDカードを取得。
6万2千人以上が電子国民（e-Residency）に登録。
2002年以降、約7億件の署名が発行。

トラストサービス TrustService エストニア政府 不明

データ交換 X-Road®
（X-tee） エストニア政府

公共サービスの99%が24時間毎日オンラインで利用可
能。X-Roadを通じて毎年5億件のクエリーが発生。
2001年以来、一度もシステムダウンが発生していない。
5万2千もの組織が間接的なX-Roadのサービス利用者。

文書交換 DHX エストニア政府 不明

ポータル Eesti.ee エストニア政府 不明

（出典）「e-Estonia Guide」（https://investinestonia.com/wp-content/uploads/eestonia-guide-veeb.pdf）

https://investinestonia.com/wp-content/uploads/eestonia-guide-veeb.pdf


（2）デジタルガバメントに関するシステムアーキテクチャーの在り方
②アーキテクチャー上「共通機能」と位置づけられる機能に関する事柄 ＜エストニア＞

電子政府における統一的な協力とソフトウェア再利用のためのコードリポジトリを公開している。

アーキテクチャー上「共通機能」と位置づけられる機能に関する事柄

総合的なサイバーセ
キュリティ対策

クロスボーダーサービ
ス

• セキュリティガイドライン(ISKE)遵守。
• 重要インフラセキュリティ対策(CIIP)。
• サイバーインシデント対応(CIRT) 等。

• エストニアとフィンランド両国のX-Roadはすでに連携されており、それぞれのX-
Roadクライアント（Security Server）がピアtoピアでクロスボーダーサービスを
提供できる状態になっている。以下にその１つである電子処方箋連携サービスの
事例を示す。

• 不明

APIガイド・
ツールキット

オープン
ソース化

民間企業
の需要喚起

その他
独自施策

• 不明

e-riigi koodivaramu （エストニア電子政府コードリポジトリ）
https://koodivaramu.eesti.ee/
電子政府における統一的な協力とソフトウェア再利用のためのコードリポジトリ。
格納されているコードはすべての人に公開されており、公開されている政府コード全体が将来利用可能になる予
定。エストニアの経済通信省と国家情報システム局が提供。

電子国民（e-
Residency）

• エストニア政府の電子プラットフォームを自国民のみならず、外国人向けに開放し、
外国人の法人設立や口座開設等を容易とした。
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https://koodivaramu.eesti.ee/


認証方式 認証方法
該当する行政
サービスの例

eID 【IDカード】
券面を利用した本人確認、電子認証、電子署名、有効期限5年
【Digi IDカード】
券面を利用しない電子認証、電子署名、有効期限3年（本人確認機能なし）

IDカードをカードリーダーで読み込ませ、
利用したいWebサービスにアクセス。
PINを入力することで認証が完了する。

X-Roadを通じ
たあらゆる行政
サービスや民間の
銀行口座、病院
利用歴等のアク
セス時のログイン

Mobile-ID ユーザーの証明書は、通信事業者のSIMカードに保持される。
IDカードリーダーや特別なソフトウェアのインストールは不要。携帯電話を持って、Mobiil-ID 
PIN1、PIN2コードを覚えておけば利用できる。 同上

スマートID スマートIDは、専用アプリをダウンロードし、本人確認情報と２種類のPINを登録しておけば、
サービス利用時にスマートフォンからPINを入力するだけで本人認証が完了できるサービス。

PIN1 アカウントへのアクセスに利用（4-12桁）
PIN2 トランザクションの署名に利用(5-12桁)

サービスのログイ
ン、オンラインバン
キング、文書への
署名に利用され
る。

（2）デジタルガバメントに関するシステムアーキテクチャーの在り方
③ユーザー認証について ⅰ.ユーザ認証の種類 ＜エストニア＞

国民IDカードのeIDをベースとし、所有物認証とPINコードの二要素認証を基本とする。利便性を高めるために
携帯電話やスマートフォンアプリによる認証方法も提供している。利用できる行政サービスに違いはない。
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ユーザー認証の種類

（出典）「ID-tarkvara」（https://installer.id.ee/?lang=eng&os=windows）

【図表・エ02】IDカードの見本

【図表・エ03】
スマートID画面イメージ

https://installer.id.ee/?lang=eng&os=windows


（2）デジタルガバメントに関するシステムアーキテクチャーの在り方
③ユーザー認証について ⅱ 認証方式の選択のためのリスク分析手法＜エストニア＞

15

不明

認証方式の選択のためのリスク分析手法、リスク分析結果の共有

リスク分析
手法

リスク分析
結果の共有

• エストニアでは、認証方式の選択のための確立されたアプローチはない

エストニアでは、リスク分析手法について特に対応していない。



（2）デジタルガバメントに関するシステムアーキテクチャーの在り方
③ユーザー認証について ⅲ 同意・承諾等の真正性を確保するための要件＜エストニア＞

eIDの認証メカニズムの一部として個人識別データが保存されている場合、その情報は、損失および侵害から保
護するために保護される。
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同意・承諾等の真正性を確保するための要件

 eIDの認証メカニズムの一部として個人識別データが保存されている場合、その情報は
、損失および侵害から保護するために保護される。

 電子署名の認証局（CA）は、少なくとも2年ごとにETRA（Estonia Technology 
Regulation Authorigy）によって監査される。

 国民は、セルフサービスポータルを通じて自分の証明書の使用履歴を確認できる。

データの
保持

その他



（3）基本データ（Ｂａｓｅｒｅｇｉｓｔｒｙ）に関する事項
①基本データの概念の有無＜エストニア＞

エストニアでは、「ベースレジストリ」という概念はないが、基本データを収集し、相互運用するための法制度が整
備されている。公共情報法により、重複データの収集が禁止されている。
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各国における基本データの概念の有無

• エストニアでは、ベースレジストリの概念は段階的に廃止された。
• 代わりに、基本データ原則が使用されている。 データベースは、基本データ(公的部門で収集されたすべてのデータに対する

信頼できる情報源)として、法律・政府規則によって規制されている

（出典）「エストニア共和国議会 公共情報法」（https://www.riigiteataja.ee/en/eli/529032019012/consolide）

• 重複データの収集禁止。別々のデータセットを収集するために統一されたデータセットを確立することは禁止されている
• データ構造、入力するデータの種類、およびデータアクセスに関する情報を記述するデータベースの確立に関するルールの策定
• 収集したデータの構成を変更または変更する前に、データベースの技術文書の完成を経済省、データ保護監督局、統計部と調整
する必要がある。

• 個々のレジストリの管理は、各省庁/当局を通じて行われている。
• 政治的調整、管理、相互運用性イニシアチブのコーディネーターを、経済情報通信省（MKM）が担っている。国家情
報システムの開発を担当する省として、相互運用性フレームワークと関連文書の設計を担当している。

• 監視活動の責任は、データ保護監督官、技術監視局、消費者保護委員会、エストニア競争局、国家監査局、経済
通信省、エストニア情報システム局の間で共有されている。

 公共情報法（2000年）により規制。

 個々のレジストリの管理・運用は各省庁や当局が行う。

 ベースレジストリの概念が段階的に廃止され、基本データ原則を使用。

https://www.riigiteataja.ee/en/eli/529032019012/consolide


（3）基本データ（Ｂａｓｅｒｅｇｉｓｔｒｙ）に関する事項
②基本データの内容・含まれるデータの類型・種類・管理主体 ＜エストニア＞

18

情報種別 含まれる情報の例 管理主体・規制法

人口登録
（Population 
Register）

• 名前、IDコード、生年月日、居住地、国籍、母国語、教育、職業など。
• 各居住者は、レジスタ内のデータを確認および修正できる。
• 他のシステムと連携しており、たとえば、個人が養育費、学習手当、免許のス
テータスを申請する場合、人口レジストリからデータが取得できる。

内務省
人口登録法
（2014年）

法人情報
（e-Business 
Register）

• 法人番号、企業名、住所、設立年、Webページ、資本金
• 税法上の記録、アニュアルレポートの提出状況など

RIK（中央登録・
情報局）
商法(1995年
→2009年改訂）

土地・不動産情報
（e-Land 
Register）

• 所有権の関係に関するすべての情報と、土地や土地区画に対する制限され
た実質的権利に関する情報。

• 地籍情報-住所、地域、土地の目的など 所有関係 負担、制限、使用権、
その他の表記 住宅ローン情報

• 地理情報システム（GIS）と組み合わせて、電子土地台帳はX-Roadを介
してリアルタイムの地理データを提供し、エストニアの位置ベースのサービスの多
くを強化する高度なマップベースの視覚化を可能にしている。

RIK（中央登録・
情報局）
Land Registry 
Act（1993年
→2003年改訂）

その他：
運転免許証（道路管
理局）
車両登録（道路管理
局）

エストニアの道路管理ウェブサイトは、車両の所有、販売、購入、および運転免
許に関連する活動に関するすべての情報と行動をまとめている。 運転の権利を
証明する書類のデータを見ることに加えて、書類（運転免許証、インストラク
ターの証明書、デジタルタコグラフドライバーカードなど）を申請し、試験に登録で
きる。 車両のデータの確認、車両の販売または購入の正式化、ユーザーの変更、
登録証明書または登録番号の注文など。

各国における基本データの類型・種類、管理主体

人口登録、法人登録、土地・不動産登録のレジストリ以外にも、車両登録など個別省庁がデータベースを管理している。



（3）基本データ（Ｂａｓｅｒｅｇｉｓｔｒｙ）に関する事項
③基本データへの市民のアクセス方法に関する整理 ＜エストニア＞

オンラインでのアクセスを基本として、人口登録情報の閲覧は無料、法人情報、土地・不動産情報は１〜３ユ
ーロかかる。

それぞれの基本データへの市民のアクセス方法に関する整理

情報種別 アクセス方法 費用

人口登録
（Population Register）

ポータルサイトEESTI.EEからは、自分自身の
登録情報が閲覧できるほか、ライフイベントに応
じたデジタル行政サービス手続きにアクセス可能
（その際、eID（モバイルIDやスマートID含
む）を用いた認証を行う。

無料

法人情報
（e-Business Register）

e-Business Registerから情報の閲覧・DL
が可能。
（その際、eID（モバイルIDやスマートID含
む）を用いた認証を行う。

一般情報1ユーロ、アニュアルレポー
ト２ユーロなど

土地・不動産情報
（e-Land Register）

e-Land Registerから情報の閲覧・DLが可
能。
（その際、eID（モバイルIDやスマートID含
む）を用いた認証を行う。

検索無料、情報取得1~3ユーロ

その他
運転免許証（道路管理局）
車両登録（道路管理局）

原則、登録手続は、オフライン（行政機関窓
口）で行う必要があるが、一部の手続は、ポー
タルサイトEESTI.EEからオンラインで行うことが
できる。

登録されたオーナー情報の修正
（オンラインの場合48ユーロ、オフラ
インの場合61ユーロ）など

19



（4）政府の調達手法に関する事項
①アジャイル型開発プロジェクトの調達方法 ＜エストニア＞

E-Koolikottの事例では、従来の調達・契約ルールのなかでアジャイル型開発プロジェクトを調達。予算や期間
の拡大・延長や、開発スコープの変更が生じたため、事後的に契約内容を修正して辻褄を合わせた。
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アジャイル型開発プロジェクトの調達方法_e-Koolikotの開発の例

（出典）「Agile software development in the public sector -the case of digital learning resources portal e-Koolikott」
タリン大学Anders Abel修士論文（2017年）

第１フェーズ

予算/
想定期間

実施内容

結果

第１フェーズ

契約形態/
調達手法

17万ユーロ / 9か月
（ただし、複雑さが予想外に増加した場合、

20％の予算の潜在的な拡大を）

13万ユーロ / 24か月

フレームワーク契約
予算または24か月の期間の終わりに達した時点で

履行/終了したとみなされる

オープン調達手続（競争入札）：

 調達ドキュメントに記載されているスコープ要件
に基づいて、e-Koolikottソリューションの詳細な
分析と視覚的プロトタイプ作成

 詳細分析の過程で、途中からアジャイルアプロー
チを採用。

 想定外の仕様追加（既存システムからの移行
プログラムの開発・運用）があり、タスクの優先
度について頻繁に協議を開催。

 ２０万ユーロ（20%＋）超
 正式リリースは、３~４ヶ月延長
→当初契約の補遺を事後的に合意

 プロジェクトのコミュニケーションと定期報告によれば
、予算支出のペースが調達で予想されるよりも速
い（予算オーバーの可能性）

 さまざまな顧客ニーズで構成されるバックログに基づ
いて実行され、作業量に関してタスクが推定される
。

 顧客には、一部のバックログアイテム（機能）の開
発期間を延長し、他のアイテムの（優先）優先
順位を決定する権利があり、定期的な会議を開
催して、タスクと予想される結果を指定。。

調達評価基準は、価格構成要素（重量40％）・プロジェクト実
施方法、期間、および調達者と請負業者の役割を説明するプロジェ
クト計画に関する品質基準（重量60％）



（4）政府の調達手法に関する事項
②プロジェクトの評価手法 ＜エストニア＞

アジャイル開発を含むシステム調達のプロジェクト評価、ベンダー評価の方法については以下のとおり。
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プロジェクトの評価手法

プロジェクト
評価方法

ベンダー評価
方法

評価結果の
蓄積・活用

 エストニアでは、「公共情報法（Public Information Act）」により、公共部門の情報システムとデータ
ベースが規制されている。

 国の情報システムを管理するシステム「RIHA」が構築され、公共部門の情報システムやデータベースを新
たに構築するプロジェクトを立ち上げる際、「RIHA」により申請が必要となり、既存の情報システムやデータ
ベースと重複するものは構築できない仕組みとなっている。

 それにより、類似する機能を持つ情報システムやデータベースが乱立しないようにし、公共部門の情報シス
テムとデータベース全体の調達コストや開発スケジュールの最適化を図っている。

 不明

 不明

（出典）「エストニア政府 公共情報法概要」（https://www.riha.ee/Avaleht）

https://www.riha.ee/Avaleht


（4）政府の調達手法に関する事項
③ＩＴ 調達に係る日数 ＜エストニア＞

オンライン教育システムのe-Koolikottのケースでは、事前分析に３ヶ月、第１フェーズの１４ヶ月かかっている。
第２フェーズは２４ヶ月のフレームワーク契約である。なお、第１フェーズは９ヶ月で完了する予定であったが、

途中の仕様変更等の影響で、リリースが延長した。
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ＩＴ 調達に係る日数

（出典）「Agile software development in the public sector -the case of digital learning resources portal e-Koolikott」
タリン大学Anders Abel修士論文（2017年）

【図表・エ04】オンライン教育システム「e-Koolikott」の開発のスケジュール
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(1)デジタルガバメントに関する法制度・行政内ルール・規制の在り方
①デジタルガバメントに関連する法制度の概要 ＜シンガポール＞

1

最近の動向

1965年 1993年 2010年 2013年 2018年

シンガポールでは、2014年より国を挙げて「スマートネイション構想」に取り組んでおり、それに先駆けて2013年から
法改正を行っている。

2014年 2023年

デジタル戦略
（国家情報化計
画）

デジタルガバメント
に関する基本戦
略・イニシアチブ、
基本法

関連する法制度

組織体制の変革

スマートネイション構想
2014年構想→2017計画発表→2018更新

Digital Government 
Blueprint（2018年6月）

Govtech設立
（2016年10月）

2016年

公共セクター（ガバナン
ス）法（2018年）

サイバーセキュリティ法
（2018年）

国民登録法（NRA）（1965年）

電子取引法（2010年）

コンピュータ不正使用防止法
（1993年）

コンピュータ不正使用防止・サイバー
セキュリティ法（2013年）

個人データ保護法（2013年）



(1)デジタルガバメントに関する法制度・行政内ルール・規制の在り方
①デジタルガバメントに関連する法制度の概要 ＜シンガポール＞

シンガポールは、2014年に公表した「スマートネイション構想」を更新しながら国家のスマートシティ化を推進。

2

基本計画 （スマートネイション構想）

「スマートネイション構想」

2014年：首相が構想公表
2017年：計画を公表
2018年：プロジェクト追加

首相府直下に設置された推進
組織のSNPO：スマートネイシ
ョンプログラムオフィス（現在は
SNDGO：スマートネイション・
デジタル政府オフィスに改編）

プロジェクト名称 概要

電子認証システム：National 
Digital Identity(NDI)

国民や民間企業が、便利で安全な方法で政
府や民間セクターとのデジタル取引を可能とす
る電子認証システムを構築。

電子決済システム：E-
Payments

誰もが簡単、迅速、シームレスかつ安全に支
払いが可能な電子決済を実現。

センサープラットフォーム：Smart 
Nation Sensor 
Platform(SNSP)

安全で暮らしやすい街づくりに貢献するセン
サーネットワークやIoT デバイスを全国に展開。

スマート都市交通：Smart 
Urban Mobility

ビッグデータ・AI や自動運転車などを活用し、
公共交通機関を高度化。

住民サービス：Moments of 
Life(MOL)

複数機関にまたがる政府の住民向けサービス
をワンストップ化するとともに、ライフイベントに応
じてシームレスに提供。

デジタルガバメント：CODEX
政府のデジタルサービスを民間と協力して効率
的に開発するための共通インフラやデータ、ツー
ルを提供するプラットフォームを構築。

（出典）「日本総研 シンガポールのスマートネイション戦略」（https://www.jri.co.jp/page.jsp?id=34979）

• 以下のプロジェクトからなる（6番目のCODEXは2018年に追加）

 デジタル技術とデータを活用して国全体をスマートシティ化し、「より良い暮
らし、より多くの機会、より強固なコミュニティを実現

成立・
公布時期

所管組織

法令・
制度名称

https://www.jri.co.jp/page.jsp?id=34979


(1)デジタルガバメントに関する法制度・行政内ルール・規制の在り方
①デジタルガバメントに関連する法制度の概要 ＜シンガポール＞

Govtechが、 2018年6月に、2023年までの成果目標（KPI）と戦略等をまとめた青写真を公表。

3

基本計画 （Digital Government Blueprint）

「Digital 
Government 
Blueprint」

2018年6月発表

Govtech

・“デジタルを核とする”と“真心を込めたサービス”の原則に乗っ取り、ステークホルダー
（3者）、戦略及び成果（目標）（6種類）を定義。

 スマートネイション構想を受け、政府が発表したデジタルガバメントのコンセプト・計
画をまとめた2023年までの青写真

成立・
公布時期

所管組織

法令・
制度名称

成果（目標）

市民・事業者の行政デジタルサービスに対する満足度：75～80%が「とても満足」

デジタルサービス割合：申請フォームのプレﾌﾟﾘﾝﾄ・行政手数料の電子支払い：100%

全てデジタルで完了する行政手続きの割合：90-95%

デジタル人材教育・組織育成：データサイエンティスト教育を受けた行政官：2万人

変革をもたらすデジタルプロジェクト：30～50件

AIを使ったサービス提供や政策立案：すべての官庁

省庁連携したインパクトの大きいデータ分析プロジェクト：年間10件

機械可読でAPI連携できる行政内コアデータ：90～100%

ステークホルダー 戦略

市民
ポリシー、運用、技術の統合を強化

市民とビジネスのニーズに合わせサービスを統合

行政官
共通のデータ及びデータプラットフォームを構築

イノベーションを追求するためにデジタルに関するケイパビリティを向上させる

事業者
信頼性や弾力性があり、安全なシステム運用

市民とビジネスと共創し、技術の浸透（採用）を推進する



(1)デジタルガバメントに関する法制度・行政内ルール・規制の在り方
①デジタルガバメントに関連する法制度の概要 ＜シンガポール＞

シンガポールデジタルガバメントに関する、その他の関連法制度の概要は以下のとおり。

その他 関連法制度

分類 文書名 発行日 発行者 概要

データ活用、オー
プンガバメントに関
するもの

国民登録法（NRA） 1965年 シンガポール
政府

国民登録番号（NRIC）の根拠法となるもの。本
法のもと、出生時に全ての国民にNRICが割り当て
られ、15歳になると個人の身分証明書となるNRIC
カードを取得する義務がある。

個人データ保護法 2013年 シンガポール
政府

個人データに関する初の包括的な保護規定。日本
の個人情報保護法に比べ厳しい側面もある。

コンピュータ不正使用防止法 1993年 シンガポール
政府

1993 年にコンピュータ犯罪を取り締まる「コンピュー
タ不正使用防止法が制定。

コンピュータ不正使用防止・サ
イバーセキュリティ法

2013年 シンガポール
政府

2013 年に、「コンピュータ不正使用防止法」を「コン
ピュータ不正使用防止・サイバーセキュリティ法」に改
正。

サイバーセキュリティ法 2018年 シンガポール
政府

2017年にシンガポールにて大規模なサイバー攻撃
が発生したことから、最近の技術動向等に対応する
べく「サイバーセキュリティ法が成立。

公共セクター（ガバナンス）
法

2018年 シンガポール
政府

公共機関におけるデータガバナンスを規制するもの。
データを保有する機関だけでなく、データを要求する
機関のデータ保護の責任を明示。

電子取引法 2010年 シンガポール
政府

電子署名の法的効力を認める法律。不動産取引、
船荷証券、委任状等、電子的な取引が可能となる
範囲の拡大に向け、見直しの最中。

（出典）「日本総研 シンガポールのスマートネイション戦略」（https://www.jri.co.jp/page.jsp?id=34979） 4

https://www.jri.co.jp/page.jsp?id=34979


(1)デジタルガバメントに関する法制度・行政内ルール・規制の在り方
②行政におけるＡＩ 利活用と倫理に関する整理の動向 ⅰ.AI利活用＜シンガポール＞

国家AI戦略（National Artificial Intelligence (AI) Strategy ）

• AIを活用した国造りを目指す、2030年までの国家戦略。急速に発達するAI導入を政府主
導で推し進め、経済発展や国民生活の向上に繋げるほか、シンガポールを東南アジアのAI研
究・開発の中核拠点とするのが狙い。

• 交通・運輸、スマートシティ・不動産、ヘルスケア、教育、安全・セキュリティの5つを重点分野に
指定し、2030年までに段階的にAI実用化の範囲を広げていく。

（出典）「Smart Nation and Digital Government Office National Artificial Intelligence (AI) Strategy」
（https://www.smartnation.sg/why-Smart-Nation/NationalAIStrategy）

2019年11月13日、シンガポール政府はAIに関する初の国家戦略である「National Artificial 
Intelligence (AI) Strategy」を発表した。

5

概要

• 国家AI戦略では、5つの重点分野に関わる5つの国家AIプロジェクトを推進している。

1.交通・運輸： スマート貨物計画に関するプロジェクト
2.スマートシティ・不動産： シームレスで効率的な自治体サービスに関するプロジェクト
3.ヘルスケア： 慢性疾患の予防と管理に関するプロジェクト
4.教育： 適応学習と評価による個別教育に関するプロジェクト
5.安全・セキュリティ： 国境の通関手続に関するプロジェクト

国家AIプロジェクト

https://www.smartnation.sg/why-Smart-Nation/NationalAIStrategy


(1)デジタルガバメントに関する法制度・行政内ルール・規制の在り方
②行政におけるＡＩ 利活用と倫理に関する整理の動向 ⅰ.AI利活用＜シンガポール＞

国家AIプログラム「AIシンガポール（AISG）」

• 首相府直轄のシンガポール国立研究財団（NRF：National Research Foundation）
が5年間で1.5億Sドルを投資し、SNDGO、経済開発庁（EDB）、情報通信メディア開発
庁（IMDA）、官製スタートアップファンドのSGイノベート、医療分野のIT開発に携わるIHiS
等と協力し、シンガポールのAI産業を一段と発展させるための諸施策を推進するもの。

- AIの国家的能力を定着させ、それにより社会的・経済的影響を生み出し、シンガポールを
国際的AIエコシステムの中心とすることを目的とする。

- 三つの柱として「AI Research」「AI Technology」「AI Innovation」を掲げ、それぞれ
のもとで各施策に取り組んでいる。

（出典）「AI Singapore」（https://www.aisingapore.org/）

2017年5月、シンガポールは国家AIプログラムである「AI シンガポール（AISG）」を策定し、政府全体のパー
トナーシップのもと、AIの開発から人材育成まで多岐に渡る取り組みを推進している。

6

概要

AI Research 科学イノベーションの進化のための能力への投資

AI Technology 経済･社会の主要な課題の解決に向けた革新的なAI 技術の活用

AI Innovation AI の広範な使用・業界の成長のための人材育成

AIプログラム

の三つの柱

https://www.aisingapore.org/


(1)デジタルガバメントに関する法制度・行政内ルール・規制の在り方
②行政におけるＡＩ 利活用と倫理に関する整理の動向 ⅱ.AIと倫理に関する議論＜シンガポール＞

AIのガバナンスと倫理のイニシアティブ（ARTIFICIAL INTELLIGENCE GOVERNANCE AND ETHICS INITIATIVES）

• AIによるベネフィットを認識すると共に、AIに関する課題（倫理的・法的問題）への理解を促すため、政府、産業界、学術界、消費者等の
主要なステークホルダーが共同で、次の3つの新たなイニシアティブを推進させる計画。

1. AIとデータの倫理的利用に関する諮問委員会

 各産業分野の業界団体や、消費者団体のリーダー達が自主ルール作りについて議論する場

2. IMDA傘下のシンガポール個人情報保護委員会（PDPC）による、「AIの責任ある開発と受容」に関するディスカッションペーパー

 消費者や顧客の信頼を得て、イノベーションを推進するための論点を整理したもの。諮問委員会において審議を組み立てるために使用

3. AIガバナンスの問題に関する学術研究を推進し、情報提供するための、AIとデータ利用のガバナンスに関する研究プログラム

 シンガポール経営大学（SMU）に5年間設置

• シンガポール政府は本計画を策定するため、2017年10月から、AIガバナンスに関する省庁横断的な会議を開始。約8か月の議論を経て公
開した。

- PDPC、シンガポール金融管理局、陸運交通庁、検察庁、シンガポール競争消費者委員会など各省の監督機関、保険省、情報通信省
、首相府直下のスマートネイションとデジタルガバメント省（SNDGO）、政府技術庁（Gov Tech）等、参加省庁は多岐に渡る。

（出典）「IMDA AIのガバナンスと倫理のイニシアティブ」

（https://www.imda.gov.sg/-/media/imda/files/about/media-releases/2018/2018-06-05-fact-sheet-for-ai-govt.pdf?la=en）

2018年6月5日、シンガポール情報通信メディア開発庁（IMDA）が公表した計画「AIのガバナンスと倫理の
イニシアティブ」は、これまでの国内外におけるAIの倫理とガバナンスの「原則」に関する議論から、その原則をどの

ように実装すればよいかという議論にまで一歩踏み込むものである。

7

シンガポール政府は、当該計画を公開した同日、上記2.に当たるディスカッションペーパー「人工知能とパーソナル
データ：人工知能の責任ある開発と受容」を合わせて公開

https://www.imda.gov.sg/-/media/imda/files/about/media-releases/2018/2018-06-05-fact-sheet-for-ai-govt.pdf?la=en


(1)デジタルガバメントに関する法制度・行政内ルール・規制の在り方
③デジタル時代における法策定プロセス改革の動向 ＜シンガポール＞

8

デジタル時代における法策定プロセス改革の動向

特になし



（2）デジタルガバメントに関するシステムアーキテクチャーの在り方
①デジタルガバメントに関するシステムアーキテクチャーの概要 ＜シンガポール＞

SGTSを含むの5つのレイヤーからなるCODEXの全体構想のもと、政府機関における市民や企業向けのサービ
ス・アプリケーション開発を進めている。

9

システムアーキテクチャーの基本構造

• 「My Info」等の個人や企業が利用する個別のサービスやア
プリケーション

• サービスやアプリケーションに汎用的に組み込める必要性が
高く、単一ステップの機能モジュールで、独自に改修可能
で、ゼロから開発する必要なく、開発に要する時間やコスト
を削減する

• サービスやアプリケーションの開発や運用を支援するソフト
ウェアサービス（ 「nectar」：クラウド上の開発プラット
フォーム、「apex」：政府の中央APIプラットフォーム、
「WOGAA」：政府のアプリ等の分析ツール）

• データの標準化や共通フォーマットにより組織間のデータ共有
を可能にするデータアーキテクチャの策定

サービス・アプリ
ケーション

マイクロサービス

ミドルウェア

ホスティングプ
ラットフォーム

データ

• データのホスティングプラットフォーム

Ｓ
Ｇ
Ｔ
Ｓ

 CODEXは、SGDTS（ホスティングプラットフォーム～マイクロサービス）を含む5つのレイヤーで構成

【図表・シ01】CODEXのインフォグラフィック



（2）デジタルガバメントに関するシステムアーキテクチャーの在り方
①デジタルガバメントに関するシステムアーキテクチャーの概要 ＜シンガポール＞

10

適用範囲（地方自治体との関係）

シンガポールは都市国家のため、地方自治体間での機能の共通化が検討されていない。

特になし



（2）デジタルガバメントに関するシステムアーキテクチャーの在り方
①デジタルガバメントに関するシステムアーキテクチャーの概要 ＜シンガポール＞

シンガポール政府（Govtech）が民間の関与・手法を活用し、サービス開発に役立つミドルウェアやマイクロサー
ビスを拡充するなど、開発基盤「CODEX」の階層構造を見直しながら、変化・成長を続けている。

11

アーキテクチャー策定の考え方、策定主体、民間の関与等

• SGTS（Singapore Government Tech Stack）を含む全体構想「CODEX」のもと、政府横断的に
データ群を扱い、開発基盤と共通のインフラのもと、サービス開発を推進している。

• CODEXでは、サービスとミドルウェアの中間に、汎用的機能モジュールの階層「マイクロサービス」を設けるこ
とで、開発の効率性を高めている。

• 個人・法人の認証サービスから、決済、センサーNW、都市交通への短期間で開発を加速しており、その過
程でCODEXの階層構造自体も見直しながら、変化・成長している。

• Govtech

民間の
関与・
手法

策定主体

 アーキテクチャ全体の階層構造を見直しながら、民間主導のサービス開発を推進

アーキテク
チャー策定の
背景・考え方

• 民間から技術者を雇い入れるとともに、STACK2018、STACK-X(2019)、STACK2020等の開発者向
けイベントを開催する等により、SGTSへの参画を促している。



（2）デジタルガバメントに関するシステムアーキテクチャーの在り方
②アーキテクチャー上「共通機能」と位置づけられる機能に関する事柄 ＜シンガポール＞

シンガポールでは、まず、電子認証、電子決済及び共通開発基盤について共通機能としての開発が進んだ。

12

アーキテクチャー上「共通機能」と位置づけられる機能に関する事柄（機能・管理主体）

• シンガポールは都市国家のため、政府機関のアーキテクチャについては中央政府が一括で管理している。

分類 機能 詳細 管理主体

電子認証

Sing Pass 個人認証システム シンガポール政府

Sing Pass Mobile モバイル端末での個人認証システム シンガポール政府

Corp Pass 企業の公的認証システム シンガポール政府

My Info 個人情報のワンストップポータル シンガポール政府

My Info Business 法人情報のワンストップポータル シンガポール政府

電子決済

FAST 24時間365日利用可能な銀行間の送金サービス 通貨監督庁

PayNow 受取人の携帯電話番号＋NRICによる送金サービス 通貨監督庁

PayNow Corporate 法人が支払や受け取りにPayNowを利用できるサービス 通貨監督庁

NETS Pay デビットカードの機能をスマートフォンに搭載 通貨監督庁

SGQR 決済に使用するQRコードの統一規格 通貨監督庁

共通開発
基盤

NECTAR クラウドベースの開発プラットフォーム シンガポール政府

APEX 政府機関向けのAPIライブラリ シンガポール政府

WOGAA（Whole of 
Government Application 
Analytics）

政府機関のアプリケーション等の分析ツール シンガポール政府



（2）デジタルガバメントに関するシステムアーキテクチャーの在り方
①デジタルガバメントに関するシステムアーキテクチャーの概要 ＜シンガポール＞

シンガポールでは、近年、住民サービス、スマート都市交通、センサープラットフォームへサービス開発がシフトしている
。
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電子認証システ
ム：National 
Digital 
Identity(NDI)

電子決済システ
ム：E-
Payments

センサープラット
フォーム：Smart 
Nation Sensor 
Platform

スマート都市交
通：Smart 
Urban Mobility

住民サービス：
Moments of 
Life(MOL)

共通開発基盤：
CODEX

2014年 2015年 2016年 2018年 2019年2017年2003年 2020年

G
o
v
T
e
c
設
置

ス
マ
ー
ト
ネ
イ
シ
ョ
ン
（
国
家
）
構
想
公
表

ス
マ
ー
ト
ネ
イ
シ
ョ
ン
・
デ
ジ
タ
ル
政
府
オ
フ
ィ
ス
設
置

2003年3月
Sing Pass

2018年10月
Sing Pass Mobile

2016年9月
Corp Pass

2019年2月
My Info Business

2018年10月
NDI API Portal（β版）

2016年5月
My Info

2015年
2段階認証

2018年9月
SGQR

2014年3月
FAST

2017年7月
PayNow

2018年8月
PayNow

Corporate
2017年10月
NETS Pay

20年代見込
AVs for public 

Transport 

2019年1月
Parents 
Gateway

2018年6月
MoL(Families)

Non-bank
FAST access

2022年
市民や産業が利用可能
な都市のセンサーデータ

2016年
NECTAR

2017年7月
APEX

2017年6月
WOGAA

2020年
予定

 当初、電子認証、電子決済を中心に開発し、共通基盤（CODEX）の開発を経て、交通等のサービス開発へ移行中



（2）デジタルガバメントに関するシステムアーキテクチャーの在り方
②アーキテクチャー上「共通機能」と位置づけられる機能に関する事柄 ＜シンガポール＞

各共通機能の利用状況については以下のとおり。
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共通機能の利用状況

分類 機能 利用状況

電子認証

Sing Pass 60以上の行政機関、数百のサービスで導入。
利用者は350万人、取引件数は年間6千万件。Sing Pass Mobile

Corp Pass 50の行政機関、130のサービスで導入。

My Info
約70の政府サービスで利用可能。My Info Business

電子決済

FAST 不明

Pay Now 法人利用を含め、2,200万人が利用し、21億シンガポー
ルドルの取引実績（2018年12月時点）Pay Now Corporate

NETS Pay 不明

SGQR 27種類の電子財布や電子決済のQRコードが統一規格で
ある「SGQR」に一本化

共通機能

NECTAR 不明

APEX 不明

WOGAA（Whole of Government 
Application Analytics） 不明



（2）デジタルガバメントに関するシステムアーキテクチャーの在り方
②アーキテクチャー上「共通機能」と位置づけられる機能に関する事柄 ＜シンガポール＞

シンガポールでは、共通開発基盤の提供、オープンソース化、民間企業の需要喚起策を行うとともに、市民や行
政官のデジタルリテラシー向上のための取組を実施している。

アーキテクチャー上「共通機能」と位置づけられる機能に関する事柄

デジタルインクルー
ジョンの推進

政府職員のデジタル
能力の向上

• 年齢や収入に関係なく、全ての市民がデジタルサービスの恩恵を享受できる社会
の実現のため、高齢者向けデジタルリテラシー習得プログラム等を実施している。

• 政府内でのデータ活用を促進するため、毎年2千名の行政官に対してシンガポー
ル国立大学（NUS）でデータサイエンスの教育を実施する等、政府職員のデジ
タル能力の向上を推進している。

• STACK2018、STACK-X(2019)、STACK2020等の開発者向けイベントを開催する等により、SGTS
への参画を促している。

APIガイド・
ツールキット

オープン
ソース化

民間企業
の需要喚起

その他
独自施策

• サービスやアプリケーションの開発や運用を支援する「nectar」、「apex」、「WOGAA」等のソフトウェアサービ
スを提供。

• （LTA）と共同開発した、民間バスの座席予約などができるアプリケーション・プラットフォーム「ビーライン」のコ
ードをオープンソースとして提供。
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（2）デジタルガバメントに関するシステムアーキテクチャーの在り方
③ユーザー認証について ⅰ.ユーザ認証の種類 ＜シンガポール＞

シンガポールでは、個人、法人向けに「SingPass」、「CorpPass」の2つのユーザー認証方式がある。

ユーザー認証の種類

認証方式 認証方法 該当する行政サービスの例

SingPass

• 「2段階認証」方式で、パスワードの登録に加え、登録
した携帯電話・スマートフォンの登のSMSで発行される
ワンタイムパスワードにより認証。

• 2018年からは「SingPass Mobile」が開始され、
SMSのワンタイムパスワードに代わって「指紋」、「6桁の
パスコード」、「QRコード」のいずれかで認証が可能と
なった。

• 個人所得税の申告

• 中央積立基金（ＣＰＦ）残高の
確認

• 物件（Flat）購入などの申請

CorpPass

• アクセス権限として、「役員（Registered 
Officer）」、「管理者（Administrator）」（最低
1名～最大2名）、「利用者（User）」の3つがあり、
管理者は利用者の登録・抹消、利用可能なサービス
内容の変更を行う。

• 管理者はSingPassを使ってCorpPassにアクセスする
ことが必要なため、シンガポール居住者に限られる。

• 役員は管理者を登録・削除する。

• ビジネスライセンスの取得申請

• 企業補助金（Business 
Grant）の申請

• 法人所得税の申告
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（2）デジタルガバメントに関するシステムアーキテクチャーの在り方
③ユーザー認証について ⅱ 認証方式の選択のためのリスク分析手法＜シンガポール＞
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不明

認証方式の選択のためのリスク分析手法、リスク分析結果の共有

リスク分析
手法

リスク分析
結果の共有

• シンガポールでは、認証方式の選択のための確立されたアプローチはない

シンガポールでは、リスク分析手法について特に対応していない。

（出典）政府関係者ヒアリングより



（2）デジタルガバメントに関するシステムアーキテクチャーの在り方
③ユーザー認証について ⅲ 同意・承諾等の真正性を確保するための要件＜シンガポール＞

シンガポールでは、「SingPass」APIをアプリケーションの同意プラットフォームに利用し、「SingPass」を介して利
用者の認証をしている。
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同意・承諾等の真正性を確保するための要件

• 利用者が「SingPass」APIを利用した同意プラットフォー
ムに対して権限を付与することで、「SingPass」による利
用者の認証が行われる仕組み

• 「SingPass」APIを利用した同意プ
ラットフォームを組み込んだプラットフォ
ーム

同意・承諾等の真正性の確保方法

SingPass

対象サービス

認証

権限の付与

（出典）「Government Technology Agency MyInfo API」
（https://www.ndi-api.gov.sg/assets/lib/trusted-data/myinfo/specs/myinfo-kyc-v3.0.2.yaml.html#section/Release-Notes）

【図表・シ02】「SingPass」APIを利用した同意の仕組み

https://www.ndi-api.gov.sg/assets/lib/trusted-data/myinfo/specs/myinfo-kyc-v3.0.2.yaml.html#section/Release-Notes


（3）基本データ（Ｂａｓｅｒｅｇｉｓｔｒｙ）に関する事項
①基本データの概念の有無＜シンガポール＞

1965年の国民登録番号（NRIC）の整備により、住民情報の基本データ化から始まり、住民情報、法人情
報はベースレジストリとして整備され、サービス・アプリケーションの開発が進んでいる。それに加え、土地・不動産

情報、車両や駐車場等の交通情報、地域に配置されるセンサー情報の活用が進められている。
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基本データの概念の有無

 古くは不法移民排除の目的から「住民情報」が基本データとして整備され、「法人情報」も整備済みである

• シンガポールでは、当初シンガポール国籍を証明し、不法移民を排除する目的から、古くから「国民登録番号（NRIC）」の
制度があり、また、外国人にも「外国人ID番号（FIN）」や登録番号カードが発行されている。

• シンガポールでは、会社登記の際、会計・企業規制庁（ACRA）より「個別企業登録番号（UEN）」が発行される。企業
は貿易取引の際、シンガポール税関にUENに登録することが必要で、輸出入に関する税関への申告の管理に用いられている
。

 現在では、「土地・不動産情報」、「車両・駐車場等の交通情報」、地域に配置されるセンサー情報活用へとシフト

• シンガポールでは、スマート都市交通やセンサーネットワークに関するサービス開発を進める中で、開発に先立ち、土地・不動
産情報、車両・駐車場等の交通情報、地域に配置されるセンサー情報の整備・活用が進められている。



（3）基本データ（Baseregistry）に関する事項
②基本データの内容・含まれるデータの類型・種類・管理主体＜シンガポール＞

シンガポールでは、古くからベースレジストリの概念で住民情報や法人情報を中心に基本データの整備が進めら
れ、近年では、電子決済、交通（車両）、住民サービスに係る基本データの整備も進む。
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基本データの内容・含まれるデータの類型・種類、管理主体

情報種別 含まれる情報の例 管理主体

住民情報「国民登録番
号／国民登録番号カード
（NRIC）」

氏名、性別、生年月日、民族、住所、血液型、写真指紋、虹彩 シンガポール入国管理庁
（ICA）

住民情報「外国人ID番
号（FIN)」

氏名、性別、生年月日、民族、国籍 等 シンガポール人的資源省
（MOM）

法人情報「個別企業登
録番号（UEN）」

法人名、法人住所、法人口座情報 会計・企業規制庁
（ACRA）

土地・不動産
「STARS 検索システム
（STARS 
eLodgment）」、「総合
土地情報サービス
（INLIS）」

（STARS）土地の概要、所有者情報、権限その他事項、法令
通知、裁判所の命令、抵当権等
（INLIS）土地及び所有者に関する情報、土地測量図面、物
件の売買履歴、水平基準点及び垂直基準点、道路線図面、近
隣小学校一覧

シンガポール土地管理庁

車両・駐車場等の交通
情報

車両登録番号、貨物通関許可番号、メーカー／モデル、製造年
（個人の場合）氏名

陸上交通庁



情報種別 アクセス方法 詳細説明 手数料等

住民情報 「My Info」 • 「SingPass」を介してログインし、
Tell Us Onceで個人を認証する。

手数料なし

法人情報 「My Info 
BUSINESS 」

• 「CorpPass」を介してログイン、
Tell Us Onceで企業を認証する。

手数料なし

土地・不動
産情報

「STARS 検索シ
ステム（STARS 
eLodgment）」

• 「CorpPass」等を介してログイン 不明

「総合土地情報
サービス
（INLIS）」

• 個人は「SingPass」、法人は「CorpPass」を介してログ
イン

有償（利用する情報に
より料金を設定）

車両・駐車
場等の交通
情報

不明 • 不明 不明

（3）基本データ（Baseregistry）に関する事項
③基本データへの市民のアクセス方法に関する整理＜シンガポール＞
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基本データへの市民のアクセス方法・費用

住民情報には「My Info」、法人情報には「My Info BUSINESS」のようにアプリケーションを利用し、情報にア
クセスが可能。

【図表・シ03】MyInfo画面

【図表・シ04】CorpPass画面



（4）政府の調達手法に関する事項
①アジャイル型開発プロジェクトの調達方法 ＜シンガポール＞

シンガポールでは、アジャイル調達に関して、取引相手のアジャイルに対する準備状況と成熟度を評価している。
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アジャイル型開発プロジェクトの調達方法

• シンガポール政府では、アジャイル型開発プロジェクトの調達において、取引相手となるサービスプロバイダのアジャイルに対す
る準備状況と成熟度を評価するため、「アジャイル成熟度モデル（AMM）」を開発した。

質問 模範解答（ベストプラクティス）

開発者は平均どれくらいの時間を、コード関連作業にコミットしているか？ 開発者がコード関連作業にできるだけ頻繁にコミットすることを推奨する。

貴社のビルドはどのように特徴づけられるか？
「ビルド」は以下を参照する：（ソースコードをバイナリコードにコンパイル、バイナリコードを
パッケージ化、テストを実行、文書やリリースノートを作成）選択肢に挙げられているオプショ
ンは全てグッドプラクティスとして推奨するものである。

どのビルド自動化ツールを使っているか？ ビルドプロセスを自動化することが最低ライン。使用するツールはそれほど問題ではない。

ビルドプロセスの期間は？ 結果をよりリアルタイムで確認できるよう、ビルドの自動化の期間を短くすることを推奨する。

ビルドの結果（例：合格/不合格、ビルドログ等）は、ビルドポータル/ダッシュボード
にて収集され、適切にバージョン管理されているか？

失敗の原因を絞り込むため、必要な全ての情報を含むビルド履歴を、簡単に追跡及び表
示できる必要がある。

リリースサイクルは？ 企業が適切であると判断する範囲で、頻繁にリリースすることを推奨する。

以下のうち、システムの展開に当たり行うことは？（プッシュボタンプロセス、展開手順
の文書化、ビルドの一部として展開ステップを定期的に実行、手動展開）

最小限の人間の介入による、自動展開プロセスを推奨する。

展開を検証する自動テストはあるか？ 自動化された方法で展開プロセスを検証する必要がある。

展開結果（成功/失敗、ログ、アーティファクト等）は収集され公開されているか？ 失敗の原因を絞り込むため、必要な全ての情報を含む展開履歴を、簡単に追跡及び表
示できる必要がある。

完了の定義（Definition of Done: DoD）の次の部分はあるか？（展開の自
動化（Deployment automation）、生産への展開（Deployment to 
production））

本質問の2つの選択肢は、全てのユーザ要件のDoDとして保持する必要がある。

あなたのチームはどのソフトウェア開発プラクティスを実行できるか？（ペアプログラミン
グ、テスト駆動開発、行動駆動開発、受け入れ駆動開発、頻繁なリファクタリング
等）

選択肢にあるオプションは、効率と品質の向上に役立つ既知の優れたエンジニアリング手法
であり、奨励されるべきである。

あなたの組織における品質のオーナーは誰か？ チームが開発しているソフトウェアの品質には、誰もが責任を負う。

全てのテストが自動化されているか？
テストの完全自動化を推奨する。ただし、受け入れテスト等、一部のテストは自動化できな
い場合があることを認識している。理想的には、企業が少なくとも「ほとんど自動化された」
状態であることが望まれる。



（4）政府の調達手法に関する事項
②プロジェクトの評価手法 ＜シンガポール＞

アジャイル開発を含むシステム調達のプロジェクト評価、ベンダー評価の方法については以下のとおり。
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プロジェクトの評価手法

プロジェクト
評価方法

ベンダー評価
方法

評価結果の
蓄積・活用

 不明

 様々な角度からアジャイルの成熟度を評価し、アジャイル手法の成熟度を評価するための13の質問から
成るもの。

 ビルド管理、インフラストラクチャ、展開、品質管理、要件管理、文化と組織の観点から評価。
 各質問ごとに模範解答（ベストプラクティス）を示すことで、成熟度を増すためのヒントを提供する。
 ここで推奨されたベストプラクティスを実装することが最終目標ではなく、アジャイルの実践を通じてクライアン
トを満足させることを目標に掲げている。

 不明



プロジェクト名 調達工程 調達日数 開発規模 備考

12ヶ月

政府のデジタルサービス、
API、およびアプリをホス
トするためのクラウド上の
開発プラットフォーム。

開発フェーズを分
解し、 アプリを迅
速に構築。2週間
ごとにリリースし、
機能を素早く提供。

12ヶ月 政府機関向けの中央
APIプラットフォーム。

GovTechと財務
省（MoF）が共
同で構築。

12ヶ月

様々な機関で政府サー
ビスを合理化し、市民
生活の重要な瞬間に関
連するサービスの最初の
成果。

NECTARとAPEX
と、より高速なSW
開発方法（アジャ
イル）を使用して
構築。

12か月
β版4カ月

アジャイル手法を使用し
て開発された、最初の
大規模な政府デジタル
サービスの1つ。

ウォーターフォール
型であれば約3年
以上かかるところ、
12ヶ月と短縮

6か月

心臓発作の被害者に
重要かつ迅速な支援を
提供するように設計され
たアプリケーション。

最初のアイデア段
階からサービスリ
リースまで、小チー
ムにより短期間で
達成。調達コスト
も大きく削減。

（4）政府の調達手法に関する事項
③ＩＴ 調達に係る日数 ＜シンガポール＞

アジャイル開発プロセスを採用し、半年～1年の短期間でリリースし、小規模や短期間のリリースを繰り返し、UX
を含めた改善を積み重ねた開発を進めている
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ＩＴ 調達に係る日数

2017年6月
6件のグラント

2016年5月
β版リリース

2017年1月
リリース

2018年
フェーズⅢ

2016年
フェーズⅠ

～2017年6月
フェーズⅡ

約1年間 約1カ月
2017年7月
リリース

5機関9件のPJTで採用

2018年8月
リリース

毎週GovTechと各機関の情報同期

※注：総理府公務員局（PSD）、社会・家庭振興省
（MSF）、幼年期開発局（ECDA）、入国管理局（
ICA）、健康増進局（HPB）等

約1年間

約6カ月

デザイン思考のワー
クショップ・ロールプレ
イングで設計・改善

様々な確認から得られ
たエビデンスから機能・
動作を検証

GovTech
「NECTAR」

GovTech及び財
務省
「APEX」

GovTech他 ※注

「Moments Of 
Life(Families)」

GOVTECH
「Business 

Grants Portal」

GovTech及び市
民防衛軍

「MyResponder」



中国

経済産業省

商務情報政策局 総務課情報プロジェクト室 御中

令和2年3月31日

株式会社エヌ・ティ・ティ・データ経営研究所

令和元年度経済産業省デジタルプラットフォーム構築事業

（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）

報告書



国家情報開発戦略2006-2020（2006年）

(1)デジタルガバメントに関する法制度・行政内ルール・規制の在り方
①デジタルガバメントに関連する法制度の概要 ＜中国＞

最近の動向

2005年 2010年 2015年 2019年

第13次 5か年計画
（2016年～2020年）

インターネットプラス 政府サービス
システム（2017年～）
→2019年8月正式リリース

政府情報公開条例
（2007年→2019年改正）

中国は、2020年をターゲットとした情報化戦略を多く発表してきた。2016年以降はその動きが加速し、インターネ
ットプラスや“一網、一門、一次”といった電子政府改革の方針を次々と打ち出している。

第12次 5か年計画
（2011年～2015年）

第11次 5か年計画
（2006年～2010年）

“一網、一門、一次”
改革指針（2018年）

デジタル戦略
（国家情報化計
画）

デジタルガバメント
に関する基本戦
略・イニシアチブ、
基本法

関連する法制度

組織体制の変革

ビッグデータの開発を促進するための行動の
概要（2015年）

社会信用システム構築のための計画概要(2014-
2020)（2014年）
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(1)デジタルガバメントに関する法制度・行政内ルール・規制の在り方
①デジタルガバメントに関連する法制度の概要 ＜中国＞

中国国務院は、2017年1月、「インターネットプラス 政府サービスシステム」を策定し、2020年末までに全国
的なインターネットベースの政府サービスシステムを設定する計画

インターネットプラス 政府サービスシステム

① すべての機関と政府機関が2017年までにオンラインに移行できるサービスを
一覧表示すること

② 政府全体のデジタルサービスをプールして、サードパーティプラットフォームと
一緒に統合するWebサイトを作成すること

③ 政府は「情報の透明性」に関する新しい法律を作成すること 中国の一部の
省では、オープンデータとデジタル市民フィードバックメカニズムをすでに実験し
ている。

④ 地方自治体は、サードパーティプラットフォームを使用して市民と通信するなど
、デジタルサービスをさらに活用する必要がある

• 「政府サービスシステム」は国家情報化戦略の重点テーマの１つ。インター
ネットプラスを介して政府サービスを改善する取り組みを強化し、2020年
末までに全国的なインターネットベースの政府サービスシステムを実現す
る計画

（目標）政務サービスの標準化、簡略化、スマート化、政務サービス・プラッ
トフォームの建設、共同政務サービスの構築その達成

（出典）「GOV.CN 中国政府によるデジタルガバメント化への注力」
（http://english.www.gov.cn/premier/news/2017/02/01/content_281475556331388.htm）
（出典）「日本貿易振興機構 インターネットプラスで変わる中国」（https://www.jetro.go.jp/world/reports/2017/02/7854a5ba68a23e2d.html）

 2020年末までに全国的なインターネットベースの政府サービスシステムを
実現

成立・
公布時期

所管組織

法令・
制度名称

• 「インターネットプラス
政府サービスシステム
」（原文：互聯網+
政務服務）

• 2017年1月

• 国務院

 ４つのステップで、オンライン行政サービスを改善
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(1)デジタルガバメントに関する法制度・行政内ルール・規制の在り方
①デジタルガバメントに関連する法制度の概要 ＜中国＞

中国政府は、１つのオンラインプラットフォーム、ワンストップ、ワンスオンリーを意味する「一網、一門、一次」改革
を推進し、行政サービスにおいて”オンラインショッピングのような”便利さを提供することを目標とする。

“一網、一門、一次”改革（目標）

（出典）「中国政府 デジタルガバメント改革実施計画」
（http://big5.www.gov.cn/gate/big5/www.gov.cn/zhengce/content/2018-06/22/content_5300516.htm）

成立・
公布時期

所管組織

法令・
制度名称

• 「インターネットプラス
政府サービス」の深
化および政府サービ
スの「一網、一門、
一次」改革推進のた
めの実施法案の印
刷発行についての国
務院弁公庁通知

• 2018年6月10日

• 国務院

• 省級（省、直轄市、自治区、特別行政区）政府サービス事項の最低90％
をオンライン手続き可能とするとすること、省の下の行政区域である市・県級の
政府サービス項目は同最低70％とすること、

• 一体化オンライン政府サービス体系を構築し、”一つのオンラインプラットフォーム
、一つのドア、一度の来訪“での手続きを可能とし、企業および市民に対し、”
オンラインショッピングのような”便利さを提供することを目標とする。

• 2018年末までに最初の効果を確認し、先進地区での成功を全国に推進。
2019年末までに重点領域と頻繁に利用されるサービスで基本的に実現する
。

 【一網】 “一つのオンラインプラットフォームで、全ての手続き”を推進

 【一門】オフラインでは“一つのドアをくぐるだけ

 【一次】 “サービス地点に足を運ぶのは多くても一度”を実現

• “一門”では、市・県級の政府サービス項目は、特別要求がある項目以外“必
要な手続きは全て受理・処理”を基本的に実現し、70％以上で“一つの窓口
”受理を実現すること

• “一次”では、企業および市民が政府サービス地点で提出する資料を60％以
上削減すること、省・市・県の各級で頻繁に利用される100のサービス項目で“
サービス地点に出向くのは多くて一度”を実現すること。
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(1)デジタルガバメントに関する法制度・行政内ルール・規制の在り方
①デジタルガバメントに関連する法制度の概要 ＜中国＞

１つのオンラインプラットフォームで手続き、オフラインの手続は一か所に集約（1つのドア）、サービス地点に足を
運ぶのは多くても1度、の３つを推進。

“一網、一門、一次”改革（詳細その１）

（1）全国一体化オンライン政府サービスプラットフォームの統合・構築
 各部門のオンライン政府サービスの共通窓口、共通チャネル、共有サポートを提供。全国オンライン政府サービスで実名身分認証を実現。

（2）より多くの政府サービスをオンラインで手続き可能に
 法律上の特例を除き、原則各級政府のサービス項目は全てオンラインサービスプラットフォームにて、標準規範に基づき実施する。

（3）政府サービスモバイルアプリの開発・展開
 サードパーティーによる市民向けサービスアプリの展開を奨励する。

（出典）「中国政府 デジタルガバメント改革実施計画」
（http://big5.www.gov.cn/gate/big5/www.gov.cn/zhengce/content/2018-06/22/content_5300516.htm）

 【一網】 “一つのオンラインプラットフォームで、全ての手続き”を推進

 【一門】オフラインでは“一つのドアをくぐるだけ

 【一次】 “サービス地点に足を運ぶのは多くても一度”を実現

（1）実体庁舎等を“多くのドア”から“一つのドア”に
 一つのサービス地点で全ての手続き”を推進

（2）オンラインとオフラインの集約、融合
 オンラインサービス上で、申請、待ち予約、呼び出し、サービス評価、受理、審査結果等の情報をリアルタイムで入力、オフラインとオンラインの
機能を相互補完。

（1）提出資料、手続きステップを削減

（2）“サービス地点に足を運ぶのは多くても一度”を末端地区（郷・鎮・村）まで展開
 “すぐに手続き、オンラインで手続き、最寄りで手続き、一度で手続き”の要求を受け、郷・鎮（街道）、村にサービス地点を建設
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(1)デジタルガバメントに関する法制度・行政内ルール・規制の在り方
①デジタルガバメントに関連する法制度の概要 ＜中国＞

「一網、一門、一次」改革の実現に向けて、全国データ共有交換体系を構築・整備。データソース体系も統一
し、地方政府のサービスプラットフォームを連携。今後は、独立した情報システムの設立を認めない。

“一網、一門、一次”改革（詳細その２）

（出典）「中国政府 デジタルガバメント改革実施計画」
（http://big5.www.gov.cn/gate/big5/www.gov.cn/zhengce/content/2018-06/22/content_5300516.htm）

 共有をベースとしてデータをフル稼働させる

• 法律によりプライバシー等情報保護を強化

全国データ共有交換
体系の構築、整備

迅速に政府データリソース
体系を完備

政務情報システムの
改造、連結

手続き中・手続き後の監督管
理情報の部門間共有を推進

• “統一受理、プラットフォーム授権”の原則に基づき、データ共有授権機構を構築する。
• データ要求申請に対してプラットフォーム管理部は3営業日内に申請の規範性審査を完了し、プラットフォームを
通して受理の旨か、不受理の理由を返答する。プラットフォームで直接提供するデータに関しては、受理後3営業
日以内に提供する。部門で受理するデータに関しては、データ提供部門が10営業日内に審査を完了する。

• “統一データ、統一ソース、多ソース照合、ダイナミックアップデート”の原則に基づき、各級の地方政府で政務デー
タリソース体系を完備し、データリソース目録、政務データのダイナミックアップデートを行い、データの質を高めサー
ビスの可用性を向上する。

• データ共有サービス運用の監督、観測を実施し、特定の企業や社会組織への公共データ開放行為を排除、抑
制する。

• 各級の地方政府部門が責任を持って垂直業務情報系統への改造に迅速に取り組み、サービスプラットフォーム
を連結し、データおよび業務において連携がとれない状態を避け、末端での窓口作業の効率を向上する。

• 原則的に、単一部門による独立情報系統の設立は今後認めない。

• 部門間をまたいだ“二種類のランダム検査（無作為抽出／検査員派遣）”および“一括公開”により監督管理
情報を共有、“信用中国”ウェブサイトおよび国家企業信用情報公示系統により、登記記録、行政許可、行政
処罰、経営異常リスト、厳重違法により信用を欠く企業のリスト等の信用情報検索・共有サービスを提供する。

データ共有セキュリティ保障の
強化
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(1)デジタルガバメントに関する法制度・行政内ルール・規制の在り方
①デジタルガバメントに関連する法制度の概要 ＜中国＞

基礎データ共有に関する国家標準を設けるとともに、関連法規制の整備や、監督・通報体制の構築、100件
のベストプラクティスづくりを通じて、改革の実効性を高める計画

“一網、一門、一次”改革（つづき）

（出典）「中国政府 デジタルガバメント改革実施計画」
（http://big5.www.gov.cn/gate/big5/www.gov.cn/zhengce/content/2018-06/22/content_5300516.htm）

• 身分証明および教育証明、商業サービス、社会保障、生活保障、就業創業、居住戸籍等、企業および市民
の関心が高い方面での難題や課題100項目それぞれを研究・解決する。100件の優良事例を先行事例として
研究、複製、実施する。

健全な“一つのオンラインプラッ
トフォームで、全ての手続き”の

標準模範を設ける

迅速に関連法規制度を整備

監督、通報体制の構築

100項目の問題解決、
100件の優良事例推進

運動の展開

• 人口、法人、電子許可証等の基礎データ共有に国家標準（データ採集、データの質、目録分類管理、共有
交換インターフェース、プラットフォーム運用管理等）を設ける。

• 各部門は早急に“インターネットプラス 政府サービス”および“一網”の展開になじまない法規を整理し、改訂や撤
廃を行うこと。情報保護の法律制度を整備し、政務情報リソースの使用過程における個人のプライバシーと商業
上の秘密の保護を徹底する。

• 中国政府サイト、地方政府サイト、各級地方政府のサービスプラットフォーム、政府サービスホットライン等で相互
コミュニケーションチャネルを開通し、市民による監督（通報等）を受け入れる。“一網”の未実現による不便等、
企業や市民からの問題の通報を受け入れ、調査処理を行う。

 保障措置
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(1)デジタルガバメントに関する法制度・行政内ルール・規制の在り方
①デジタルガバメントに関連する法制度の概要 ＜中国＞

中国デジタルガバメントに関する、その他の関連法制度の概要は以下のとおり。

その他 関連法制度

分類 文書名 発行日 発行者 概要

データ活用、オープンガ
バメントに関するもの

社会信用システム構築のた
めの計画概要(2014-
2020)

2014年 国務院 2020年までに、基本的に社会信用に関する基本的
な法律、規制、標準システムを確立し、社会全体を
カバーする信用調査システムが完成することを目指す。
2020年にはすべての中国国民に参加が義務付けら
れる予定

中華人民共和国の公開政
府情報に関する規制

2007 年
(2019年改正)

国務院 市民、法人、その他の組織が法律に従って政府情報
を取得し、政府の仕事の透明性を高め、法律に従っ
て行政を促進し、人々のサービスに政府情報の役割
を果たすようにすることを目的とする。

ビッグデータの開発を促進す
るための行動の概要

2015年 国務院 中国におけるビッグデータの開発と適用を包括的に促
進し、データの豊富な国の建設を加速するためのアク
ションプラン。正確なガバナンスとマルチパーティコラボ
レーションの新しいソーシャルガバナンスモデル、部門を
またいだデータリソースの共有と共有パターンが形成、
サービス指向の政府の建設などについて、5～10年で
達成することを目標とする。
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(1)デジタルガバメントに関する法制度・行政内ルール・規制の在り方
②行政におけるＡＩ 利活用と倫理に関する整理の動向 ⅰ.AI利活用＜中国＞

中国では、行政のAI活用に関する規定や文書はないが、国務院が2017年7月に、「次世代人工知能発展
計画」を発布している。

次世代人工知能発展計画

• AIを経済発展の新たなけん引役とし、AI技術とアプリケーションが先進国に後れをとらないように努め、2020年までにAIの基
幹産業の規模1,500億元（約2兆5,500億円、1円＝約17円）、関連産業の規模1兆元の実現を目指す。

• 2025年までには、AIを中国の産業構造転換の主要な推進力として、スマート社会づくりの進展を図る。
• 2030年までには理論や技術、応用などで世界一となり、AIの基幹産業の規模、関連産業の規模をそれぞれ1兆元、10兆
元に拡大することを目指す。開発に力を入れる重点分野としては、AI、ソフトウエア、ハードウエア、知能ロボット、無人運転、
仮想現実（VR）、拡張現実（AR）、スマート端末、IoTコア部品などが挙げられている。

（出典）JETRO「官民一体でAIに賭ける中国」（https://www.jetro.go.jp/biz/areareports/2018/4b74a7b2404cd25c.html）

【図表・中01】次世代人工知能発展計画の将来的な目標
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(1)デジタルガバメントに関する法制度・行政内ルール・規制の在り方
②行政におけるＡＩ 利活用と倫理に関する整理の動向 ⅱ.AIと倫理に関する議論＜中国＞

AIガバナンスに関して、2019年6月に中国政府科技部は、「新世代の人工知能のガバナンス原則：責任ある
人工知能の開発」を発表。「調和と親しみやすさ」、「公正と正義」などの８つの原則を提案。

• 新世代の人工知能のガバナンス原則
：責任ある人工知能の開発

• 「新世代の人工知能（AI）ガバナンス
専門委員会※」（中国科学技術省）

※ AIガバナンスに関する政策提言を研究
し、国際協力の分野を特定するために、
2019年初めに省によって設立されたもの

• 人工知能の新世代のガバナンス原則：責任ある人工知能の
開発では、AIガバナンスの次の8つの原則が提案されている。

1. 調和と親しみやすさ
2. 公正と正義
3. 包括性と共有
4. プライバシーの尊重
5. セキュリティと制御性
6. 共同責任
7. 開かれた協力
8. アジャイルガバナンス

（出典）「中国政府科技部 新世代の人工知能のガバナンス原則」（https://perma.cc/7USU-5BLX）

AIと倫理に関するルール 保持すべき倫理的価値の整理

文書名

発行日
• 2019年6月17日

発行
主体
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(1)デジタルガバメントに関する法制度・行政内ルール・規制の在り方
③デジタル時代における法策定プロセス改革の動向 ＜中国＞

デジタル時代における法策定プロセス改革の動向

特になし
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（2）デジタルガバメントに関するシステムアーキテクチャーの在り方
①デジタルガバメントに関するシステムアーキテクチャーの概要 ＜中国＞

「インターネットプラス 政府サービス」プラットフォームの技術構造は基礎施設層、データリソース層、アプリケーショ
ンサポート層、業務アプリケーション層、ユーザーおよびサービス層の五つの層からなる。

（出典）「インターネットプラス 政府サービスプラットフォーム」（http://www.wingconn.com/news/info/id/44.html）

決済プラットフォーム 物流プラットフォーム ユーザ管理と認証

認証局・電子印章 ワークフローエンジン 電子時計
メッセージング
サービス

標
準
規
範
・
管
理
シ
ス
テ
ム

セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
保
証
・
保
守
シ
ス
テ
ム

政府サービス管理
政府サービス
進捗管理

電子監察管理電子証明書管理

政府サービス管理プラットフォーム

統一業務管理
システム

部門経営
経理管理システム

経理管理システム

ユーザ登録 アイテム発行 アイテム管理
ユーザ

インタラクション

インターネット政府サービス入口

オフィス問い合わせ サービス評価

コールセンター
（ホットライン）

実体官庁 PC 携帯端末 キオスク端末

政府情報リソースのディレクトリ、データ交換

人口DB 法人DB
地理空間
調査DB

政府サービス
事項DB

電子免許
DB

投資項目
DB

手続情報
DB

手続情報
DB

規制情報
DB

電子政府関係 インターネット
コンピューティング、
ストレージ機器

情報セキュリティ設備基本施設層

ユーザと
サービス層

ビジネスアプリ
ケーション層

アプリケーション
サポート層

データ
リソース層

自然人 法人

 「インターネットプラス 政府サービス」プラットフォームの技術構造は基礎施設層、データリソース層、アプリケーションサポート層
、業務アプリケーション層、ユーザーおよびサービス層の五つの層からなる。

アーキテクチャーの基本構造
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（2）デジタルガバメントに関するシステムアーキテクチャーの在り方
①デジタルガバメントに関するシステムアーキテクチャーの概要 ＜中国＞

セキュリティ・インフラ サイバー犯罪対策 セキュリティ・スキーム 安全アプリ・システム
インターネット
セキュリティ

ハードウェア層

システム層

プラットフォーム層

意思決定層

ソフトウェア層

インターフェース層

新技術 ビッグデータ
クラウド

コンピューティング
IoT AI

API

機能種別 機関種別 ナビゲーション種別 地域種別 集中的種別

ルーティン決定 テーマ別決定
コンサルティング

決定
突発的決定 マクロ決定

ナビゲーション インターフェース 双方向性 機能性 チャネル

G2G G2B G2C G2E

インターネット 通信設備 データストレージ データ処理 ターミナル

 デジタル政府のアーキテクチャには主に7つの層（セキュリティ層、ハードウェア層、システム層、プラットフォーム層、意思決
定層、ソフトウェア層、インターフェース層）で構成される。 2015年以降、ビッグデータやクラウドコンピューティングなどの新
しいテクノロジーを使用してスマートでインテリジェントなデジタル政府を開発することに重点を置くため、階層化を実施した。

アーキテクチャーの基本構造

デジタル政府のアーキテクチャには主に7つの層（セキュリティ層、ハードウェア層、システム層、プラットフォーム層、
意思決定層、ソフトウェア層、インターフェース層）で構成される。

（出典）「中国政府 技術システム構築ガイドライン」（http://www.gov.cn/zhengce/content/2017-01/12/content_5159174.htm）
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（2）デジタルガバメントに関するシステムアーキテクチャーの在り方
①デジタルガバメントに関するシステムアーキテクチャーの概要 ＜中国＞

「インターネットプラス 政府サービス」プラットフォーム体系は 国家級プラットフォーム、省級プラットフォーム、地市
級プラットフォーム の三つの階層からなり、相互にデータ共有プラットフォームを通じてデータ・サービスを連携。

13

アーキテクチャーの基本構造

 「インターネットプラス 政府サービス」プラットフォーム体系は
•国家級プラットフォーム •省級プラットフォーム •地市級プラットフォーム の三つの階層からなり、各階層間ではサービスデー
タ共有プラットフォームを通してリソース目録登録、情報共有、業務協同、監視監督・審査、統計分析等を行い，政府サー
ビス項目の最寄りで手続き、市内共通手続き、遠隔地で手続き可能、を実現する。

国家レベル
政府サービス
プラットフォーム

省（区）レベル
サービス
プラットフォーム

地区・市レベル
サービス
プラットフォーム

国家政府サービスデー
タ共有プラットフォーム

省政府サービスデータ
共有プラットフォーム

地市政府サービスデー
タ共有プラットフォーム

統計分析
監督検査

情報共有
業務共同

統計分析
監督検査

情報共有
業務共同

政
府
総
合
オ
ン
ラ
イ
ン
ポ
ー
タ
ル

（
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
プ
ラ
ス
）

デ
ー
タ

デ
ー
タ

デ
ー
タ

デ
ー
タ

デ
ー
タ

デ
ー
タ

デ
ー
タ

デ
ー
タ

デ
ー
タ

各部門政府サービスリソースを集合させ，統一項
目目録庫、許可証目録庫を形成し、人口、法人
、地理空間情報、社会信用等基礎情報リソース
庫および業務情報の共有利用を実現、政府サー
ビスアクセスの“公共入口”および地方部門データ
交換の“公共通道”、身分認証、許可証相互認
証、安全保障等の“公用サポート”の役割を発揮
する。

国家データ共有交換プラットフォームを利用し、国
家投資項目オンライン審査監督管理プラットフォー
ム、国家公共リソース取引プラットフォーム、全国信
用情報共有プラットフォーム、国家企業信用情報
公示システム等のプラットフォームの連結と統一をは
かる。

国
民

（出典）「中国政府 技術システム構築ガイドライン」（http://www.gov.cn/zhengce/content/2017-01/12/content_5159174.htm）
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（2）デジタルガバメントに関するシステムアーキテクチャーの在り方
①デジタルガバメントに関するシステムアーキテクチャーの概要 ＜中国＞

• 自治体同士でどの部分の機能を共通化するかによって、３つの構築方式あり。

省級プラットフォーム、地市級プラットフォームの各
組成部分を分けて独立に建設し、省、市両級
の政府サービスデータシェアリングプラットフォームを
通して省、市プラットフォームのデータ交換、基礎
データシェアリングを実現する。

省級プラットフォーム、地市級プラットフォームにお
いてインターネット政府サービスポータルを統一で
建設し、政府サービス管理プラットフォーム（実
体庁舎またはオンラインまたはオンライン庁舎によ
る）、業務処理システムは分けて建設し、省・市
級政府サービスデータ共有プラットフォームを通し
て省・市級プラットフォームのデータ交換を実現す
る。

省級プラットフォーム、地市級プラットフォームに
おいて各組成部分を省級全体で統一建設し、
全省（区、市）で一つのプラットフォームとして
地市および区県級では建設しない。政府サービ
スデータを省級に大幅集約し、プラットフォーム
内部で共有する。

適用範囲（地方自治体との関係）

省級プラットフォーム 地市級プラットフォーム

地市級
インターネット
政府サービス
ポータル

省級インターネッ
ト

政府サービス
ポータル

市政サービス
管理プラットフォ

ーム

省政府のサービ
ス

管理プラットフォ
ーム

市政府
サービス
データ共有
プラットフォーム

省政府の
サービス
データ共有
プラットフォーム

業務処理システ
ム

業務処理システ
ム

（1）分建方式 （2）統分方式

省級プラットフォーム 地市級プラットフォーム

省、市統一インターネット政府サービスポータル

市政サービス
管理プラットフォ

ーム

省政府のサービ
ス

管理プラットフォ
ーム

市政府
サービス
データ共有
プラットフォーム

省政府の
サービス
データ共有
プラットフォーム

業務処理システ
ム

業務処理システ
ム

省級インターネット
政府サービス
ポータル

州、市統一
政府サービス

管理プラットフォーム

州と市の統一
政府サービス
データ共有
プラットフォーム

業務処理システム

（3）統建方式

自治体同士でどの部分の機能を共通化するかによって、３つの構築方式がある。

（出典）「中国政府 技術システム構築ガイドライン」（http://www.gov.cn/zhengce/content/2017-01/12/content_5159174.htm）
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（2）デジタルガバメントに関するシステムアーキテクチャーの在り方
①デジタルガバメントに関するシステムアーキテクチャーの概要 ＜中国＞

インターネットプラスは、国家級プラットフォーム 省級プラットフォーム 地市級プラットフォーム の三つの階層間で
、サービスデータ共有プラットフォームを通して情報共有、業務協同等を行うことを基本思想としている。

15

アーキテクチャー策定の考え方、策定主体、民間の関与等

• 「インターネットプラス 政府サービス」は、階層・地域・システム・部門・サービスをまたいだ一体化オンライン政府サービス体
系を構築し、”一つのオンラインプラットフォーム、一つのドア、一度の来訪“での手続きを可能とすることを目標とする。

• 中国の電子政府は、歴史的に各級の地方政府部門が独立した情報系統を構築してきた経緯がある。そのため、各部門
が、垂直業務情報系統への改造に迅速に取り組むとともに、サービスプラットフォームを連結し、データおよび業務において連
携がとれない状態を避ける必要があった。

• 「共有をベースとしてデータをフル稼働させる」戦略を推進し、全国データ共有交換体系の構築、整備。

• 情報の孤島”を排除すべく、オンライン統一身分認証体系、統一決済体系、統一電子許可証庫を構築、部門、地区をま
たいだデータ共有および業務協同を推進する。

• 国務院

民間の
関与・
手法

策定主体

 国家級プラットフォーム 省級プラットフォーム 地市級プラットフォーム の三つの階層間で、サービスデータ
共有プラットフォームを通して情報共有、業務協同等を行う。

アーキテク
チャー策定の
背景・考え方

• システムアーキテクチャの策定には、（研究から設計まで）政府の情報調査部門と民間企業が関与した。
予備ガイダンス計画と実施計画の準備には、すべて高等教育機関の専門家と関連企業の上級ビジネス専
門家が関与。専門家は計画の具体的な準備に参加し、計画全体の修正案を提案する。専門家は、候
補を選定して招待する。

• アリババ、テンセントが行政システムのAPIを利用して、公共サービスを提供



（2）デジタルガバメントに関するシステムアーキテクチャーの在り方
②アーキテクチャー上「共通機能」と位置づけられる機能に関する事柄 ＜中国＞

「決済」「物流」「ユーザ管理・認証」「認証局・電子印章」「ワークフローエンジン」「電子時計」「メッセージングサ
ービス」が、アプリケーションサポートの共通機能と位置付けられている。ただし、詳細は、地方都市ごとに異なる。

アーキテクチャー上「共通機能」と位置づけられる機能に関する事柄（機能・管理主体）

（出典）「インターネットプラス 政府サービスプラットフォーム」（http://www.wingconn.com/news/info/id/44.html）

• 中国のアーキテクチャーは、各都市によって独立して配置される。一般的に、都市は、全体的なフレームワーク、インフラストラ
クチャ、およびデータ集約の全体的な計画を含む、デジタル政府の全体的な設計を実行する単位として使用される。

• したがって、共通機能についても都市単位で構築される。
• 身元認証システム、データ交換プラットフォーム、WechatpayやAlipayなどのオンライン支払手段など。
• ただし、標準を統一し、管理効率を改善し、開発者のノウハウを蓄積し、開発コストを削減するために、共同調達が行われ
ることがある。

分類 機能 詳細 管理主体

決済
決済プラットフォーム
※WechatpayやAlipayなど

各地方政府

物流 物流プラットフォーム 各地方政府

認証
ユーザー管理と認証 各地方政府

認証局および電子印章 各地方政府

通知 メッセージングサービス 各地方政府

その他
ワークフローエンジン 各地方政府

電子時計 各地方政府

詳細は、
地方都市政府ごとに

異なる
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（2）デジタルガバメントに関するシステムアーキテクチャーの在り方
②アーキテクチャー上「共通機能」と位置づけられる機能に関する事柄 ＜中国＞

各共通機能の利用状況については、明らかでない。

17

共通機能の利用状況

分類 機能 利用状況

決済
決済プラットフォーム
※WechatpayやAlipayなど

物流 物流プラットフォーム

認証
ユーザー管理と認証

認証局および電子印章

通知 メッセージングサービス

その他
ワークフローエンジン

電子時計

不明



（2）デジタルガバメントに関するシステムアーキテクチャーの在り方
②アーキテクチャー上「共通機能」と位置づけられる機能に関する事柄 ＜中国＞

プラットフォームの実効性を高めるために、各部門（地方自治体）に関連法制度の改正を義務付けや、100の
優良事例の展開を行う計画。ユーザニーズに即した継続的な改善の仕組みも用意。

アーキテクチャー上「共通機能」と位置づけられる機能に関する事柄

• 身分証明および教育証明、商業サービス、社会保障、生活保障、就業創業、居住戸籍等、企
業および市民の関心が高い方面での難題や課題100項目それぞれを研究・解決する。100件
の優良事例を先行事例として研究、複製、実施する。

迅速に関連法規制度
を整備

監督、通報体制の
構築

100項目の問題解決、
100件の優良事例推
進運動の展開

• 各部門は早急に“インターネットプラス 政府サービス”および“一網”の展開になじまない法規を
整理し、改訂や撤廃を行うこと。情報保護の法律制度を整備し、政務情報リソースの使用過
程における個人のプライバシーと商業上の秘密の保護を徹底する。

• 中国政府サイト、地方政府サイト、各級地方政府のサービスプラットフォーム、政府サービスホッ
トライン等で相互コミュニケーションチャネルを開通し、市民による監督（通報等）を受け入れる
。“一網”の未実現による不便等、企業や市民からの問題の通報を受け入れ、調査処理を行う
。

• サードパーティーによるサービス開発を奨励。
• サードパーティー自身が、オンラインプロモーション、WeChatプロモーションなどのマルチメディアを介した
使用方法の普及を行った。

APIガイド・
ツールキット

オープン
ソース化

民間企業
の需要喚起

その他
独自施策

• （特になし）

• （特になし）
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（2）デジタルガバメントに関するシステムアーキテクチャーの在り方
③ユーザー認証について ⅰ.ユーザ認証の種類 ＜中国＞

中国では、様々な認証方法が存在する。どのアプリケーションに、どの認証方法を用いるか明確なルールはない。
ある。ただし、国や自治体のシステムの間で相互認証、認証共有ができるようになっている。

ユーザー認証の種類

• インターネット政府サービスユーザー情報の真実性、合法性および有効性を保証するために、自然人および法人のユーザー
登録、認証は実名制を採用する。統一ユーザー登録および認証体系は「インターネットプラス 政府サービス」の展開、政府
サービス実施機構および行政オンラインサービス法律関係の前提であり、全国政府サービスオンラインにおける“一つの地点で
ログイン、各地で相互認証”の基礎である。

• 政府のオンラインサービスの本人認証方法は、以下が想定されている。使用するアプリケーションシステムによって異なる。

• ユーザー名とパスワード
• 携帯電話番号のパスワード
• ID番号のパスワード
• WeChatなどのサードパーティのソーシャルアカウントとの関連付け
• IDカードの前面と背面のアップロード
• 顔認識（生体認識）
• デジタル証明書など

• どのアプリケーションに、どの認証方法を用いるか明確なルールはない。
• 提携しているサードパーティーの認証サービスにより異なる場合や、アプリケーションを開始するタイミングの認証技術によって異
なる場合もある（例えば、Wechatで顔認証技術がリリースされれば、それを採用する、など）
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（2）デジタルガバメントに関するシステムアーキテクチャーの在り方
③ユーザー認証について ⅱ 認証方式の選択のためのリスク分析手法＜中国＞

不明

認証方式の選択のためのリスク分析手法、リスク分析結果の共有

リスク分析
手法

リスク分析
結果の共有

• どのアプリケーションに、どの認証方法を用いるか明確なルールはない。
• 地方政府部門が採用しているサードパーティーの認証サービスにより異なる場合や、アプリケーションを
開始するタイミングの認証技術によって異なる場合もある（例えば、Wechatで顔認証技術がリリース
されれば、それを採用する、など）

⇒リスク分析手法について、確立されたアプローチはないと考えられる。

中国では、リスク分析手法について、確立されたアプローチはないと考えられる。
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（2）デジタルガバメントに関するシステムアーキテクチャーの在り方
③ユーザー認証について ⅲ 同意・承諾等の真正性を確保するための要件＜中国＞

中国では、申請者から提供された認証データによると、個人が記入したフォームデータは保存され、個人によって
確認された後、真のデータとして保持される。

同意・承諾等の真正性を確保するための要件

• 申請者から提供された認証データ、個人が記入したフォー
ムデータは保存され、個人によって確認された後、真のデ
ータとして保持される。

※保存されるデータは、個人の基本情報データ、処理が必
要なビジネスデータ情報などを含む

• 政府のオンラインサービスの本人認証
方法は、以下が想定されている。使
用するアプリケーションシステムによって
異なる。

• ユーザー名とパスワード
• 携帯電話番号のパスワード
• ID番号のパスワード
• WeChatなどのサードパーティ
のソーシャルアカウントとの関連
付け

• IDカードの前面と背面のアップ
ロード

• 顔認識（生体認識）の実行
本人確認

• デジタル証明書など

同意・承諾等の真正性の確保方法

インターネット
プラス

政務サービス

対象サービス

21



（3）基本データ（Baseregistry）に関する事項
①基本データの概念の有無 ＜中国＞

政府戦略の中で、“統一データ、統一ソース、多ソース照合、ダイナミックアップデート”の原則が示されているが
、「国全体のデータをデータベースに統合よりも、国、州、地方のデータの交換と共有に重点が置かれている。

基本データの概念の有無

概念の
有無と
由来

統一データ交換プラットフォーム：
• 基礎データプラットフォームで、集中型
のサービス項目庫、手続き情報庫、社
会信用の業務情報庫、個人、法人、
地理空間等の情報、電子許可証等
の基礎情報庫，政府サービスデータシ
ェアリング・交換のサポートシステムを含
む。

基本データ

• 各級の地方政府で政務データリソース体系を完備し、データリソース目録、政務データのダイナミックアップデ
ートを行い、データの質を高めサービスの可用性を向上する。

 国務院弁公庁通知に記載された “統一データ、統一ソース、多ソース照合、ダイナミックアップデート”
の原則に基づき、国、州、都市、地区のさまざまなレベルでデータの集約とデータ共有を促進している。

 統一データ交換プラットフォームを構築し、国全体のデータをデータベースに統合しようとする代わりに、国
、州、地方が管理するデータの交換と共有に重点が置かれている。

【図表・中02】統一データ交換プラットフォーム
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（3）基本データ（Baseregistry）に関する事項
①基本データの概念の有無 ＜中国＞

統一データ交換プラットフォームを通じて、他の省が管理しているデータをワンストップで照会・取得することがで
きる。

統一データ
交換プラット
フォーム

（参考）基本データの相互接続性を担保する仕組み

人口、法人、電子証書、
投資項目、信用情報等
基礎情報資源データベー
ス・業務データベース

人口、法人、電子証書、
投資項目、信用情報等
基礎情報資源データベース・

業務データベース

③他の省のデータであ
ると判別され、国家
プラットフォームに
転送される

②インデックス情報
による照会

①A省の
情報ライブラリへの

リクエスト

④対象の省を見つけて、転送

⑥データ返信

⑦データ返信

⑤データ返信

A省（区、市）
政務サービス
データ共有プラッ
トフォーム

B省（区、市）
政務サービス
データ共有プラッ
トフォーム

A省呼び出し者
（データを確認したい
市民・法人）

国家
政務サービスデー
タ共有プラット
フォーム

人口、法人、電子証書、
投資項目、信用情報等
基礎情報資源データベー
ス・業務データベース
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（3）基本データ（Baseregistry）に関する事項
②基本データの内容・含まれるデータの類型・種類・管理主体＜中国＞

中国における、住民、法人、不動産等の基本データ（Baseregistry）の概要は以下のとおり。

基本データの内容・含まれるデータの類型・種類、管理主体

データベース 基本データの内容 情報種別 含まれる情報の例 管理主体

社会信用制度 市民および中国企業の基本情
報と社会的および財務的記録。

社会信用情報 システムは、個人の財務情報を考慮するだけで
なく、購入履歴、政治活動、他人とのやり取りな
ど、個人の生活のより広範な側面も含む。

国家開発改革委員
会

国民デジタルID IDカードは、性別、住所、民族
にまたがる個人情報を含む暗
号化とチップを備えています

市民基本情報 性別、住所、民族 公安部

所有権データベース 土地、水、草地、森林、住宅
に関連する所有権証明書の発
行など、財産権に関連する問
題に対処するために作成された。

全国の不動産情
報

不動産の位置、住所、空間区分、面積、用途
等の自然状况、
不動産権利の主体、類型、内容、出所、期限、
権利変更等の権利帰属状况など

天然資源省

全国企業信用情
報広報システム

企業 企業信用情報 営業許可情報（統一信用コード、企業名）
役員、株式・登記の情報
行政許可情報（有効期間含む）
行政処罰に関する情報（処罰内容、年月日
等）経営異常名簿
厳重違法企業名簿

国家工商行政管理
総局

データベースは、基本データベースと主題データベースに分かれている。何を基本データや主題データベースとす
るかについて、特定の文書はなく、地域ごとにニーズに応じて定義される。

• 基本データベースは、主に人口、法人、住宅、都市構成要素などの基本情報で構成されるデータベースを指す。

• 主題データベースは、事業開発のニーズに基づいた特定の分野のテーマに基づいたデータベースを指す（緊急事態管理の
トピック、公共サービスのトピックなど）
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情報種別 アクセス方法 詳細説明 手数料等

住民情報
（個人信用
情報）

全国公民身分証
番号照会サービス
センター（公安部
運営）
URL：
www.nciic.com.cn
/ 住所：北京市朝阳区
青年北路188号

• 2020年1月7日に電話確認したところ、個人向けサービス
は提供していない。（類似の商業サイトは違法）

⇒政府部門および銀行、保険、証券、自動車ローン、消費
者金融、オンライン決済、信用調査、Eコマース、通信、物流、
人事等の分野のユーザーに対して、被認証人の“公民身分
番号”、“姓名”等のデータを提供

国務院は2010年10
月に、上記サービスの提
供には5元を課金すると
した国務院広報を発表
している。
http://finance.ifeng.com/
news/20101111/2863729
.shtml

同上 • ウェブサイト上で、身分証番号を入力することで、身分証
番号に含まれている出生地、誕生日、性別などの簡易な
情報のみ読み取ることができる

無料

（3）基本データ（Baseregistry）に関する事項
③基本データへの市民のアクセス方法に関する整理＜中国＞

基本データへの市民のアクセス方法・費用（住民情報）

住民情報（個人信用情報）へは、政府機関や企業等が有料で照会できるサービスがある。

【図表・中03】全国公民身分証番号照会サービスセンターのウェブサイト
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情報種別 アクセス方法 詳細説明 手数料等

法人情報
（企業登記
情報・信用
情報）

国家企業信用情
報公示システム）
http://www.gsxt.g
ov.cn/index.html

• 左記サイトにアクセスして企業名や統一納税者番号で検
索。

• 営業許可証上（店舗、企業で公示が義務付けられてい
る）のQRコードをウィチャット等のアプリからスキャンすること
で上記サイトにアクセスし、当該企業の情報検索・閲覧が
可能。

不明

不動産情報 不動産登記情報
管理基礎プラット
フォーム

一般市民によるオ
ンライン検索は、北
京市で2019年3
月に開始された：
http://bdc.ghzrzyw
.beijing.gov.cn/eo/
user/index.go

不明

（3）基本データ（Baseregistry）に関する事項
③基本データへの市民のアクセス方法に関する整理＜中国＞

基本データへの市民のアクセス方法・費用（法人情報、不動産情報）

法人情報、不動産情報は、インターネット上で検索できるようになっている。法人情報については、営業許可証
上（店舗、企業で公示が義務付けられている）のQRコードをWechat等のアプリからスキャン可能。

【図表・中04】
営業許可証上のQRコード

【図表・中05】不動産登記情報管理基礎プラットフォーム
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（4）政府の調達手法に関する事項
①アジャイル型開発プロジェクトの調達方法 ＜中国＞

中国では、アジャイル調達に関して、明確なルールやガイドラインはない。

アジャイル型開発プロジェクトの調達方法

• 現在、ほとんどの政府プロジェクトはウォーターフォール開発に基づいており、ニーズとシナリオが決定された後、段階的に開発さ
れている。一部のビッグデータアプリケーションプロジェクトでは、要件が常に変化しており、アジャイル開発が採用されている。

• 開発方法に関する明確な要件はない。

計画 発注者 ベンダー 実施時期

科学技術開発センターのプラッ
トフォーム

文部科学技術開発センター 北京北方科诚科技股份有
限公司

2014年

遵義市政府の電子政府情報
システム改善

遵義市政府 華為技術 （不明

行政管理改革 江門市蓬江区 （不明） 2019年

（アジャイル開発の事例）
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（4）政府の調達手法に関する事項
②プロジェクトの評価手法 ＜中国＞

アジャイル開発を含むシステム調達のプロジェクト評価、ベンダー評価の方法については以下のとおり。サービスの
パフォーマンスデータを電子ダッシュボードとして公開することはほとんどない。

プロジェクトの評価手法

プロジェクト
評価方法

ベンダー評価
方法

評価結果の
蓄積・活用

 主にトランザクション、ユーザー満足度、失敗の数、コスト効率などで評価する。
 承認後の製品のパフォーマンスはユーザーによって評価され、後続の操作で引き続き最適化される。

 政府プロジェクト入札のサプライヤー評価には3つの主要な側面がある。
① 事業実施体制：一般的に最も大きな割合を占める。

サプライヤーの資格、関連する開発実績、ケース、ケースの量、人員配置、レビュー・評価方法
② ニーズの充足：その他プロジェクト固有のニーズを満たすかどうか
③ 価格：通常10 ％- 約20 ％を占める。

 一般的に蓄積されているが、それを使用する方法は明確ではない。
 サービスのパフォーマンスデータを電子ダッシュボードとして公開することはほとんどない
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令和元年度経済産業省デジタルプラットフォーム構築事業

（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）

報告書

経済産業省

商務情報政策局 総務課情報プロジェクト室 御中

令和2年3月31日

株式会社エヌ・ティ・ティ・データ経営研究所

インド編



(1)デジタルガバメントに関する法制度・行政内ルール・規制の在り方
①デジタルガバメントに関連する法制度の概要 ＜インド＞

1

最近の動向

2000年 2005年 2010年 2015年 2019年

National e-Governance Plan
（2006年）

Right to Information Act 2005
（2005年→2019年改正）

Digital India
（2014年）

THE PERSONAL
DATA PROTECTION

BILL（2018年→
2019年改正）

Expert committee for the amendments in the IT Act 2000 （2000年）

Information Technology Act 2000（2000年→2008年改正）

インドにおける電子政府計画は、2006年のNeGPが基軸であったが、2014年のDigital Indiaの公表以降、イン
ド全体のICT政策の取り組みのなかに、公共サービスのデジタル化が位置付けられるようになった。

Aadhaar法を巡る
最高裁判決

（2018年9月）

Aadhaarの導入
（2010年）

※法的根拠なし
Aadhaar法

（2016年3月 →2019年7月改正）

Aadhaarの
民間利用制限の

大統領令
（2019年3月）

デジタル戦略

デジタルガバメント
に関する基本戦
略・イニシアチブ、
基本法

関連する法制度

組織体制の変革



(1)デジタルガバメントに関する法制度・行政内ルール・規制の在り方
①デジタルガバメントに関連する法制度の概要 ＜インド＞

インド政府は2014年8月、国家の基本的なICT政策である「デジタル・インディア」を承認・発表した。

2

基本計画 （Digital India)

 分野（「3つのキーエリア」）に焦点

① すべての国民に対するデジタルインフラの提供；高速インターネットの整備
、デジタルインフラを通じた身分証明、移動電話及び銀行口座等の電子化

② 行政サービスのオン・デマンド化；オンライン及びモバイルを活用したリアルタ
イム行政情報提供、金融サービスの電子化及びキャッシュレス化

③ デジタル化による国民のエンパワメント化；リテラシーの強化、行政文書等
のクラウド化。

 重要な成長分野（「9つの柱」）を設定

• ①ブロードバンド整備、②移動体通信のユニバーサル・サービス化、③公衆イ
ンターネットアクセス拠点の整備、④電子政府化、⑤行政サービスの電子化
、⑥全国民に向けた行政情報提供の実現、⑦エレクトロニクス分野の国内
製造強化、⑧ICT関連産業の雇用創出、⑨全国内大学におけるWi-Fi整
備

成立・
公布時期

所管組織

法令・
制度名称

• 「デジタル・インディア」
－インドをデジタル化を通

じて強化された知識経
済社会に変革するた
めの計画 －

• 2014年8月20日
承認・発表

• 電子情報技術省
（MeitY）

 多くの成果を達成

• 市民の政治参加プラットフォーム「MyGov.in」、電子文書管理システム「デ
ジタル・ロッカー・システム」「国家奨学金ポータル」、電子窓口システム「
eSamparkデータベース」、国民ID番号（Aadhaar）を利用した年金受
給者向け証明システム「Jeevan Pramaan」と「生体認証勤怠管理システ
ム（BAS）」等が導入された。



(1)デジタルガバメントに関する法制度・行政内ルール・規制の在り方
①デジタルガバメントに関連する法制度の概要 ＜インド＞

インドにおけるデジタルガバメントに関する法制度の概要は以下のとおり。

3

その他 関連法制度

分類 文書名 発行日 概要

データ活用、オープンガバメ
ントに関するもの

Right to Information Act 
2005 

2005年制定
2019改正

全ての公的機関の業務の透明性と責任を向上させるため、市
民が公的機関が管理する情報に対して安全にアクセスできる権
利の実用的な体制を定める。また、CICの利用規約・条件を修
正した法案が2019年7月25日に可決。

行政手続の電子化、オンラ
イン化に関するもの

THE PERSONAL DATA 
PROTECTION BILL

2018年制定
2019年改正

この法案は、インド及び海外の政府及び民間企業（データ受
領者）による個人（データ権利者）の個人データの扱いを規
制する。個人が同意した場合、あるいは医学的緊急事態の場
合、さらには国が便益を提供する場合、取り扱いが許可される。
また、2019年12月11日に電子情報技術大臣が下院議会で
改正案を示し、下院と上院の議員で構成される委員会に提出
された。

eID、公的認証に関するも
の

Aadhaar法 2016年3月制定
2019年7月改正

2010年に導入されたAadhaar番号制度の法的根拠となる法
律。
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行政におけるＡＩ 利活用に関する規定 「＃AI for ALL」

2018年6月、インド政府のシンクタンクNITI Aayogは、「National Strategy For Artificial 
Intelligence （人工知能の国家戦略）」を公表。

 AI開発が成長と包摂の両方を可能にする5つの重点分野を特定

a）医療：
質の高い医療へのアクセスと手頃な価格の向上

b）農業：
農家の収入の向上、農場の生産性の向上、廃棄物の削減

c）教育：
教育のアクセスと質の向上

d）スマートシティとインフラストラクチャ：
急成長する都市人口のための効率的かつ接続性

e）スマートモビリティと交通：
よりスマートで安全な交通手段と、より良い交通と混雑の問題

 AI戦略の目的

① インド人に質の高い仕事を見つけるス
キルを高め、力を与える。

② 経済成長と社会的影響を最大化で
きる研究とセクターに投資する。

③ インド製のAIソリューションを発展途
上国に拡張する。

発行年

発行主体

文書名

• National 
Strategy For 
Artificial 
Intelligence 
（人工知能の国家
戦略） 別名： 「
＃AI for ALL」

• 2018年6月発行。

• 政府の政策シンクタンク
であるNITI Aayog
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5

「人工知能の国家戦略」のなかで、AIと倫理に関して、「Ethics, Privacy, Security and Artificial
Intelligence（倫理、プライバシー、セキュリティとAI)」の節を設けて解説している。

• NITI Aayogは、AIの倫理、プライバシー、および
セキュリティを促進するための30を超えるポリシー
の推奨事項を提供している。

• 各COREおよびICTAIに倫理評議会のコンソーシ
アムを設立し、プライバシー、セキュリティ、および倫
理に関するセクター固有のガイドラインを作成。

AIと倫理に関するルール

• NITI Aayogは、 「人工知能の国家戦略」にお
いて、AIの倫理的考慮に関するほとんどの議論は
、FATフレームワーク（公平性、説明責任、透明
性）の派生物であるとして、それぞれに対する取り
組みの方向性を論じている（右記）

• 英国政府がGBP 9millionを投資して設立した
a new Centre for Data Ethics and 
Innovationを参考に、 A consortium of 
Ethics Councils at each Centre of 
Excellenceを設立する必要性についえても示唆

保持すべき倫理的価値の整理

• AIで利用する既存のデータにバイアスがあり
、時間がたつにつれて強化される可能性があ
るという事実を認識すべき。

• これにアプローチする1つの方法は、組み込み
のバイアスを特定し、その影響を評価して、
バイアスを減らす方法を見つけることだ。

• 現在、ほとんどのAIソリューションは、一般に「ブ
ラックボックスフェノメナ」と呼ばれる現象に悩まさ
れており、その間で何が起こるかについてほとんど
またはまったく理解されていない。

• これは、現在のほとんどのAIシステムが狭いパラ
メーターセットで定義されたパフォーマンスを段階
的に向上させることに依存しているためにおこる
。

• ただし、ブラックボックスを開くことは、コードや技
術情報の開示を目的とするべきではない。

• 拡張された開示では、アルゴリズムのパラメータ
ーが個人や企業の行動を変え、システムをゲー
ムに誘導する可能性があるかどうかのバランスを
取る必要がある。

公平性/バイア
スAIへの取り組

み

透明性/
「ブラックボック

ス」を開く



(1)デジタルガバメントに関する法制度・行政内ルール・規制の在り方
③デジタル時代における法策定プロセス改革の動向 ＜インド＞

インドでは、特にデジタル時代に対応した法策定のルール改革はしていない。

6

デジタル時代における法策定プロセス改革の動向

特になし



（2）デジタルガバメントに関する システムアーキテクチャーの在り方
①デジタルガバメントに関するシステムアーキテクチャーの概要 ＜インド＞

インドでは、AadhaarをベースとしたAPIの集合体の構築を進め、それを後に「India Stack」と命名した。

7

アーキテクチャーの基本構造

 4つのレイヤーからなるAPIの集合体として構築され、「India Stack」と呼ばれる。

レイヤー 目的 対応API

同意レイヤー
（Consent Layer）

プライバシーを確保しながらのデータ共有が可能に
〇DigiLocker
〇Data Emowerment and

Protection Archetecture

キャッシュレスレイヤー
（Cashless Layer）

金融取引コストを引き下げ
〇AEPS 〇APB
〇UPI

ペーパーレスレイヤー
（Paperless Layer）

紙の書類を減らすことで生産性を向上
〇Aadhaar eKYC
〇DigiLocker
〇eSign

非対面レイヤー
（Presence-less Layer）

いつでもどこでも、その場にいなくても、本人確認が
可能に

〇Aadhaar認証
〇Aadhaar eKYC

Aadhaar
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インドでは、官民の様々な立場のプレイヤーが“iSpirit”の枠組みのもとに協業し、「India Stack」としてのプラッ
トフォームやサービス開発に寄与している。

8

アーキテクチャー策定の考え方、策定主体、民間の関与等

アーキテク
チャー策定の
背景・考え方

• 2010年のAadhaar導入前よりAPIの公開を開始。2016年に、モディ首相の下で「India Stack」としての
集積開始。

• デジタルIDの付与、個人の認証、決済、データ共有など複数のレイヤーから構成されるシステム構造全体の
設計図（アーキテクチャ）を整理し、サービス提供のプロセスを整備。

• 多くの人に設計図やプロセスを理解し共有することで、中央政府に限らず各州政府、各省、ITベンダーなどさ
まざまなアクターが協働し、誰もが使えるプラットフォームとして機能。

将来の方針
・今後の戦略

• 現在、電子情報技術省（MeitY）が、個人データに関して、データ提供者が、ある特定の目的のためにデー
タ利用者とデータを共有することを、当該個人が許可する枠組み「DEPA」（Data Empowerment and 
Protection Architecture）を開発中。

• 民間の非営利団体“iSpirt”が主導し、サービス構造のアーキテクチャを設計。
• Aadhaarをベースとした機能開発は、複数の中央政府組織や公的組織が開発・管轄しており、それを映じ

て、IndiaStackのを構成するオープンAPIも別々の組織によって所有されている。

民間の
関与・
手法

• 民間の非営利団体“iSpirt”が主導し、サービス構造のアーキテクチャを設計。
• 「India Stack」を軸に様々なプレイヤーが水平分業可能に。

策定主体



（2）デジタルガバメントに関する システムアーキテクチャーの在り方
②アーキテクチャー上「共通機能」と位置づけられる機能に関する事柄 ＜インド＞

India Stackでは、４つのレイヤーからなるAPIを共通機能として提供している。

9

共通機能、API機能群

レイヤー API/機能 名称 用途・活用シーン

同意 金融データ NBFC-AA 個人の金融資産管理、融資プロセス

キャッシュレ
ス

支払い
AEPS（Aadhaar Enabled Payment 

System）
預金、引き出し、送金、生体認証を用いた支払
い決済

支払 APB（Aadhaar Payment Bridge） 政府の補助金給付と個人の口座の接続

支払い UPI（Unified Payment Interface）
モバイルによる小口支払い（P2P、P2M、政府を
含む）

支払い IMPS 送金、モバイル決済

ペーパーレ
ス

顧客確認
Aadhaar eKYC（electronic Know 
Your Customer）

銀行口座の開設、SIMの保証

電子署名 eSign 契約書、同意書

文書 Digilocker 同意済みの共有文書

非対面
認証 Aadhaar認証 個人の認証

顧客確認 Aadhaar eKYC 銀行等の事業者による本人確認



銀行

（参考）Aadhaarからの機能の追加・拡大 ＜インド＞

10

銀行口座
（AEBA）

eKYC（個人
情報照会）

行政機関

DigiLocker（個人の電
子ロッカー）

個人（本人）

Aadhaar認
証

AEPS（Aadhaar番号＋
生体認証）及びUPI（即

時入金）

民間企業・団体
（ビジネス）

Aadhaar
・氏名 ・生年月日
・性別 ・住所
・顔写真 ・指紋 ・虹彩

APB（Adhaar番号に紐付けされた銀
行口座へ入金）及びUPI（即時入

金）

銀行口座を利用できる

個人の申請を受け、社会保障給付金・補助金を直接振り込める

個人がクラウドで電子ファイルを保
存・参照・共有できる

個人のサービス申し込みを受け、個
人情報にアクセスできる

eSign

Aadhaar認
証

個人がデジタル上で署名できる

登
録

社会保障給付金や補助金を国民に適切かつ効率的に給付することを目的に導入されたAadhaarをベースとする
機能、アーキテクチャーを構築し、不正受給や横領等の社会課題の解決につながっている。
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India Stackが提供するAPIは、8億以上のトランザクションがあり、銀行、通信キャリアなど民間企業において
多く利用されている。

11

管理主体・利用状況

レイヤー API/機能 管理主体 利用状況・利用件数

同意 金融データ
NBFC-AA（Non-Banking 
Financial Companies Account 
Aggregators）

不明

キャッシュレス

支払い NPCI（インド決済公社）/UPI
7億3,300万トランザクション（2019年
5月）

支払い
AEPS（Aadhaar番号と生体認証だけ
で基本的な銀行取引が可能に）、
Aadhaar Pay

1億8,500万トランザクション（2019年
3月）

支払い IMPS（24/7即時振込サービス） 不明

ペーパーレス

KYC（顧客確認） UNIDAI
71億件（1日41.5百万）（2019年
5月）

eSign（電子署名） CCA（認証局規制監督機関） 不明

文書
Meity（電子情報技術省）
/Digilocker

35億件の電子文書

非対面 認証 UNIDAI（インド固有識別番号庁）
12億件の登録、306億件の認証（1
日745百万件）（2019年5月）
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12
（出典）「India Stack」（https://www.indiastack.org/about/）

2010年にAadhaarが最初に導入され、その後、「APB」、「AEPS」、「eKYC」、「eSign」、「Digilocker」、「
UPI」がつくられた。

2009年 2010年 2011年 2015年 2016年2012年

UIDAI
（インド
固有識
別番号
庁）
設立

UIDAI

Aadhaar
の発行前

に、
Aadhaar
認証AIP
を公開

NPCI（インド
決済公社）

APB公開（行
政機関が社会
保障給付金や

補助金を
Aadhaar番号
に紐付けされた
銀行口座へ振
り込み可能

へ）

UIDAI

eKYC公開
（生体認証や
モバイル・ワンタ
イムパスワード
を使った電子

プロセスで顧客
認証可能とな

る）

CCA（認証局規制監督機
関）

eSign公開（Aadhaar所
有者がデジタル上で署名が

可能に）

MeitY（電子情報技術
省）

DigiLocker公開
（Aadhaar番号とリンクした
個人のクラウドストレージで、
個人用の電子的なロッカー。
電子書類の保管、参照、共

有が可能に）

NPCI

AEPS公開
（Aadhaar番
号と生体認証
だけで基本的
な銀行取引が

可能に）

NPCI

UPI公開（スマホ・携帯
電話端末を用いて24時
間週7日いつでも即時振
り込み可能に。従来の
IMPS基盤を活用。）

NeGD（MeitY・eガバ
ナンス局）

DigiLocker公開

A

a

d

h

a

a

r

導

入

更新タイミング

https://www.indiastack.org/about/
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• Wallet事業者への開放
• 政府は、銀行主導では、浸透がスローなことから、PhonePeやPaytmなどWallet事業者にも

UPI(Unified Payment Interface）を開放した。
• GoogleやAmazonもUPIを利用したサービスを提供している。

利用促進のための取り組み

• スタートアップへのアプローチ
• スタートアップにIndia Stackへの理解と関心を高めてもらう、あるいはIndia Stackを通じた連携の機

会を探るために、関連サービスを競うピッチコンテストやハッカソンが、iSPIRT、NPCI、民間企業などによ
って各地で開催。

• エンドユーザのメリットの訴求
• インドは12～13億人も人口があるので、何かPRを行っても普及させることは困難と考え、共通機能を

普及させるため、1）強力なインセンティブを設けること、２）ユーザー目線で徹底的に使いやすいもの
を作ること、の2点にこだわってよいものを作り、結果として例えばAadhaarは9割以上の国民に使われ
ている。

人口が多く、多様な民族や言語が存在するインドにおいて共通機能の開発や利用を促進するために、開発者
向けのイベント等は行うものの、プラットフォームやサービスのインセンティブや利便性の向上を追求している。

APIガイド・
ツールキット

オープン
ソース化

民間企業
の需要喚起

その他
独自施策

• （特になし）

• （特になし）



（2）デジタルガバメントに関する システムアーキテクチャーの在り方
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14

アプリケーションに必要なユーザーのIDの保証レベルと、必要なソリューションの堅牢性レベルを決定するため、行政
手続の「機密度レベル」が定義される。

機密度レベル 取り扱う情報 推奨される認証方法 該当する行政サービスの例

レベル0：
認証なし

公知情報 認証は不要 ・選挙結果

レベル1：
最低限の個人認証

不正利用の際、最小
限の影響を持つ情報

ユーザーネーム＆パスワードまたは性別・年
齢等＆Aadhaar番号 ・試験結果

レベル2：
中程度の個人認証

不正利用の際、中程
度の影響を持つ情報

2ファクター認証：
「ユーザーネーム＆パスワード（または性
別・年齢等＆Aadhaar番号）」＆
「OTP」

・個人情報（誕生日、死亡日、
結婚有無、不動産情報など）

レベル3：
強度の個人認証

不正利用の際、重大
な影響を持つ情報

2ファクター認証：
「ソフトウェア/ハードウェアトークン」＆「ユー
ザー名＆パスワード」＆「Aadhaar認証プ
ロセスを使う生体認証」

・課税の還付申告、法的文書
など

レベル4：
高強度の個人認証

不正利用の際、極めて
高い影響を持つ情報

2ファクター認証：
「Aadhaar認証プロセスを使う生体認証」
＆「ソフトウェア/ハードウェアトークンまたは
ユーザー名＆パスワード」

・安全保障を含む申請（パス
ポート、ビザなど）

ユーザ認証の種類
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さらに、Webとモバイルアプリにより、細かく認証方法の違いが明記されている。

15

（参考） Webとモバイルアプリによる認証方法の違い

（出典）「Government of India e-Pramaan: Framework for e-Authentication」
（https://epramaan.gov.in/documents/ePramaan_Framework.pdf）

機密度レベル 認証方法（Web） 認証方法（モバイルアプリ）

レベル0：
認証なし

認証なし。政府機関のWebサイトの公開されている情報
は全てのユーザーがアクセス可能。

認証なし。ユーザーはショートメールサービス（SMS）等を
通じ、政府のサービスを利用することができる。

レベル1：
最低限の個人認証

ユーザー名とパスワードによる基本的な認証。
パスワードを忘れた場合の自動応答機能付き。Aadhaar
認証も個人認証として利用可能。

ユーザー名とパスワードによる基本的な認証。ユーザーは
SMSや印刷物でパスワードを入手する。Aadhaar番号と
性別・年齢等の情報の照合を行うAadhaar認証はこのレ
ベルの認証として利用できる。

レベル2：
中程度の個人認証

レベル1の認証に加え、OTP（ワンタイムパスワード）トーク
ンによる認証。

レベル1の認証に加え、OTP（ワンタイムパスワード）トーク
ンによる認証。（スマートフォンの場合の代替手段）ユー
ザー名とパスワード（あるいは、Aadhaar番号と性別・年
齢等の情報）の認証に加え、アプリ「OTP Generator」に
よるランダムOTPを利用して認証。

レベル3：
強度の個人認証

ユーザー名とパスワードに加え、ハードウェア又はソフトウェア
のトークン（PINコードとともに）による認証を行う。
Aadhaar認証プロセスを使う生体認証に基づく照合は、こ
のレベルの認証である。

ユーザー名とパスワードに加え、SIM又はSDカード
/MicroSDカード等のメディアのハード又はソフトウェアトーク
ン（PINとユーザーの電子認証の組合せも可）による認証
を行う。Aadhaar認証プロセスを使う生体認証に基づく照
合は、このレベルの認証である。

レベル4：
高強度の個人認証

2ファクター認証を行う最高レベルの認証。1つ目は生体認
証。もう1つは、トークンあるいはユーザーネーム＆パスワード。

2ファクター認証を行う最高レベルの認証。1つ目は生体認
証。もう1つは、レベル3のトークンあるいはユーザーネーム＆
パスワード。このために、ユーザーは生体認証が可能なス
マートフォンやデバイスを持つことが推奨される。

https://epramaan.gov.in/documents/ePramaan_Framework.pdf


（2）デジタルガバメントに関する システムアーキテクチャーの在り方
③ユーザー認証について ⅱ 認証方式の選択のためのリスク分析手法＜インド＞

16

【図表・印01】脅威の発生確率と影響度に基づくアプリケーションの機密度の指標レベル

（出典）Section 7.3.3 of the document ‘‘e-Pramaan: Framework for e-Authentication’.

認証方式の選択のためのリスク分析手法、リスク分析結果の共有

• 「脅威の発生確率
」と「影響の大きさ」
を軸に、行政手続
の「Sensitivity 
Level」を4段階に
定義する

リスク分析
手法

リスク分析
結果の共

有

アプリケーションに必要なユーザーのIDの保証レベルと、必要なソリューションの堅牢性レベルを決定するため、行
政手続の「Sensitivity Level」が定義される。

• 特になし



（2）デジタルガバメントに関する システムアーキテクチャーの在り方
③ユーザー認証について ⅱ 認証方式の選択のためのリスク分析手法＜インド＞

インド政府の電子認証基盤「e-Pramaan」では、証跡として、システム・アプリケーションのログを記録・保持して
いる。
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同意・承諾等の真正性を確保するための要件

（出典）「Government of India Standards and Specifications for e-Pramaan」
（https://www.epramaan.gov.in/documents/e-Pramaan_Standards_and_Specification_%20DocumentVer1.0_0.pdf）

• データレコードがアクセス、作成、編集、または破棄される
たびに、e-Pramaanは将来の参照のために以下に該当
する記録をアーカイブする。

• e-Pramaanは、政府が提供するシ
ングルサインオンの本人認証サービス
。

• 認証方法は、Aadhaar番号＋
OTP＋eKYCの組み合わせで行う。

同意・承諾等の真正性の確保方法

• e-Pramaanサーバーの起動とシャットダウン
• ユーザーのログインとログアウト、e-Pramaanへの試行

の成功と失敗
• パスワードをリセットの試行
• ネットワークでのe-Pramaanサーバーへの不正アクセス
• 保護されたデータへの不正なアクセスの試み

電子認証基盤
「e-Pramaan」

を用いた
行政サービスの

場合

対象サービス

https://www.epramaan.gov.in/documents/e-Pramaan_Standards_and_Specification_%20DocumentVer1.0_0.pdf


（3）基本データ（Ｂａｓｅｒｅｇｉｓｔｒｙ）に関する事項
①基本データの概念の有無 ＜インド＞

インドでは、中央政府において住民情報、法人情報や乗用車に関するデータがベースレジストリとして登録され、
今後、教育や医療等へも拡大していく。また、地理的や歴史的な背景から、アッサム州独自の登録もある。
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各国における基本データの概念の有無

概念の
有無と
由来

根拠となる法
令・文書

・閣議決定等

（出典）「インド国勢調査委員会 NPR2010」（http://censusindia.gov.in/2011-Common/IntroductionToNpr.html）

• 「住民情報」（Aadhaar）、「個人の納税手続き」（PAN）、「事業者の物品及びサービスの納税手
続き」（GSTN-ID）、「乗用車」のベースレジストリーが既に登録されている。

• 上記に加え、「学校」、「教員」、「病院」、「医師」等のベースレジストリーも開発されているところである。
• ベースレジストリは、単一の中央政府が開発するものではなく、多くの政府機関が独自の方法で管轄して

いるが、それらは横断的に登録され、複数の機関が相互に利用可能な状態となっている。
• 一方、「国民登録簿」については、アッサム州（※注）限定の「NRC」が存在しており、それを全国版の「

NRIC」とする動きについて、市民の個人情報保護の観点から法整備が難航している。また、「土地記録
の電子化」（CLR/SPR& ULR）はアッサム州限定のレジストリとなっている。

※注：アッサム州はインド北東部にあり、地理的や歴史的な要因で、他地域からの移民が多数流入しており、宗教間や
民族間の対立等の問題も発生している

• 「国勢調査法」（1948年）により、国勢調査を通じ、「NPR」（National Population Register）
を整備

• 「市民権法」（1955年）により、
• 「国立土地記録近代化プログラム」（2008年）及び「デジタルインド土地記録近代化プログラム」（

2016年）により、土地記録の電子化と税手続きや更新管理の強化が行われた。

 ベースレジストリの概念があり、住民情報、法人情報等が既に登録され、今後も開発が進む。

http://censusindia.gov.in/2011-Common/IntroductionToNpr.html


（3）基本データ（Ｂａｓｅｒｅｇｉｓｔｒｙ）に関する事項
②基本データの内容・含まれるデータの類型・種類・管理主体＜インド＞
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情報種別 データベース 含まれる情報 管理主体

住民情報 • インドの全居住者の個人識別番号 氏名、生年月日、住所、顔写真、
10指の指紋、目の虹彩

【官】
・固有識別番号庁

• インドの全居住者のリストを含むデー
タベースで、10年に1度行われる国
政調査を通じて作成される

年齢、性別、配偶者の有無、子
供、職業、出身地、母国語、宗
教、障害等、及び生体認証

【官】
・自治省

• インドの国民登録簿
※NRCはアッサム地方限定のもの

氏名、性別、生年月日、住所 【官】
・自治省

• 個人（住民と外国人）の納税者番
号

氏名、PAN番号 【官】
・財務省

法人情報 • 事業者の物品・サービスの納税番号 事業者名、口座情報 【民】
・財務省

土地・不動産 • 土地記録の電子化
※アッサム地方限定のもの

不動産情報 【官】
・アッサム州政府

乗用車 • 車両の登録 車両情報 【官】
・道路交通省

• 運転免許証の登録 運転免許情報 【官】
・道路交通省

その他 • 「学校」、「教員」、「病院」、「医師」
等の基本データを開発中

不明 不明

各国における基本データの概念の有無と、その内容・含まれるデータの類型・種類、②管理主体

NPR

PAN

GSTIN

Vahan

Sarathi

開発中

Aadhaar

NRIC/
NRC

CLR/SPR
& ULR



（3）基本データ（Ｂａｓｅｒｅｇｉｓｔｒｙ）に関する事項
③基本データへの市民のアクセス方法に関する整理 ＜インド＞

住民情報に関しては、Digi Lockerと呼ばれる各種公的書類・証明書をオンライン上で発行・保存・共有する
ための個人用サイトが提供されている。事前にアプリをダウンロードしてスマートフォンからアクセスする。
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基本データへの市民のアクセス方法・費用

情報種別 アクセス方法 詳細説明 手数料等

住民情報 Digi Locker • 各種公的書類・証明書をオンライン上で発行・保存・共有する
ための個人用サイト。スマートフォンでの利用が基本。事前にアプ
リをスマートフォンにダウンロードし、携帯電話番号とAadhaar番
号で登録手続き。

• アクセス方法：
①Aadhaar番号とワンタイム・パスワード、
②ユーザーネームとパスワード
③FacebookID、のいずれかを入力。

無償

Data 
Empowerment
& Protection 
Architecture

• 個人データに関して、データ提供者が、ある特定の目的のために
データ利用者とデータを共有することを、当該個人が許可する枠
組み （開発中）

不明

法人情報 GSTIN • GST登録には、オンラインポータル又は政府が各地に設置した
窓口での登録手続きが必要。物品サービス税識別番号
「GSTIN」が割り当てられる。

無償

土地・不動
産情報

CLR/SPR& ULR • 不明 不明



（4）政府の調達手法に関する事項
①アジャイル型開発プロジェクトの調達方法 ＜インド＞

インドでは、中央政府、州政府及び自治体等の公的機関における円滑なアジャイル型開発を推進するため、フ
レームワーク・マニュアルを取りまとめて発行している。

21

アジャイル型開発プロジェクトの調達方法

文書名

• 中央政府、州政府、自治体等の公共機関におけるアジャイル型開発を進めていくための10個のケイパビリティモ
デル（左下図）を定義するとともに、実際に組織や業務ラインにおいて推進する上で難しい現実がある（特に
規模の大きい組織の場合）中で、対象範囲を絞り、段階的に進めるウェーブ推進モデルを提案している。

発行年/
発行主体

「Agile IndEA」 2019年11月
電子情報技術省（MeitY）

（中央政府、州政府、自治体で増加するAgile開
発を支援するフレームワーク・マニュアル）

規定内容

 組織全体のケイパビリティを一度に変革するのではなく、対象組織の範囲を分割し、段階的に成果を出していく

ビジョン ガバナンス

デジタルサービス

MVA（市場付加価値）

ポリシー

パフォーマンス

インテグレーション

高付加価値のサービス

開発運用

１
アイデンティティ

２
定義

３
実現

４
向上

価値

【図表・印02】アジャイル開発を推進するための10個のケイパビリティモデル



（4）政府の調達手法に関する事項
①アジャイル型開発プロジェクトの調達方法 ＜インド＞

インドでは、デジタルサービス標準（DSS：Digital Service Standard）において、アジャイル製品開発のプ
ロセスやサイクルについて言及。
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アジャイル型開発プロジェクトの調達方法

• 「新たなデジタル技術の提供および成長が見込まれる特化したマイクロ垂直市場の特定」として、以下のと
おり、
• 新たなデジタル技術の提供は、ユースケースの水平および垂直展開によって、その業界のデジタル関

連出費における大きなシェアを掴むことにつながる可能性がある。そのためには、アジャイル製品開発
サイクル、明確な投資リターンに基づいた新規デリバリーモデル、価値を伝えるマーケティングプランと
いった点を武器として、単発のテクノロジーソリューション提供にとどまらず、最初から再簿まで継続的
な顧客サポートを行えるようにすることが求められる。

• 「フロントエンド販売・販売前の能力・デリバリーモデルの改善」
• この点に関して求められるのは、設計能力、アジャイルプロセス、そして、全社的な意思疎通と協力

に重きを置いたソフトウェア開発･運用プロセスであるDevOpsへのコミットメントである。DevOpsに
携わるのは、製品マネージャー、ソフトウェア開発者、運営専門家であり、全員がビジネス上の目的
に向けて足並みをそろえなければならない。短期的な新規機会や儲かるアイディアといったHorizon 
2あるいは3 に当たるテクノロジーは、デリバリーやマーケティング、販売、研究開発に対する投資を拡
大する。こうした点に関する取り組みが実現されるまでには、普通5年ないし7年かかる 。

文書名
発行年/
発行主体

「India’s Trillion-Dollar Digital 
Opportunity」

（今後数年間でのインド国内のデジタルを活用した構
想を記した報告書）

2019年2月
電子情報技術省（MeitY）

規定内容

 デジタルサービスの標準において、アジャイル製品開発のプロセスやサイクルについて言及



（4）政府の調達手法に関する事項
①アジャイル型開発プロジェクトの調達方法 ＜インド＞

インドでは、デジタルサービス標準（DSS：Digital Service Standard）において、デジタルテクノロジー調達に関して、RFPお
よび契約に当たってのSLAの定義、顧客からのフィードバックの取得等のルールが定められている。
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アジャイル型開発プロジェクトの調達方法

• DSSの原則や標準は、以下の領域でアジャイルソフトウェア開発をハイライトしている。
• R2.2 メンテナンス＞R2.2.3 パフォーマンス･マネジメント

• 『アジャイル開発ツールとテクノロジーは、シャットダウンすることなくサービス改修を確実に行えるよう
に用いられなくてはならない』

• G2.2 グリーンフィールド・アプリケーション におけるDSS採用のための原則と標準＞G2.2.1必須契約で
ある DSS
• 『デジタルサービス標準とアジャイル開発手法が発展するにつれ、時代遅れとなった調達規則や、

DSS導入の妨げとなるポリシーが制限となることがある。調達と契約規則は、新しいデジタルテクノ
ロジーの開発と展開に適用できるよう、適切にアップデートされねばならない。』

• G2.3 DSS対応共通戦略についての標準と原則＞G2.3.1 能力開発
• 『以下の標準・原則・ガイドラインは、能力開発関連分野において適用される。・・・各組織はデジ

タルサービスチーム（Digital Service Team、DST）を創設されたい・・・このチームは、契約を
優先しリスクを回避した開発を行うのではなく、アジャイル手法による開発を進める。

文書名
発行年/
発行主体

規定内容

 デジタルテクノロジー調達に関して、RFPおよび契約に当たってのSLAの定義、顧客からのフィードバックの
取得等のルールが定めている。

デジタルサービス標準（DSS：
Digital Service Standard）

2019年2月
電子情報技術省（MeitY）



（4）政府の調達手法に関する事項
②プロジェクトの評価手法 ＜インド＞

Digital Service Standardによれば、コンプライアンスの程度とデジタルサービスの使用における利害関係者の
経験の２つの側面に沿って、評価に関する基準と原則が定められている。
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基本的な考え方

• インド政府の電子情報技術省（MeitY）により発行された「Digital Service Standard (DSS)」によると、測定（
Measurement ）と評価（Assessment）はデジタルサービスにおいて異なる重要な意味を持つ。

• 測定（Measurement ）はKey Performance Indicators (KPIs)に見合うようデジタルサービスのパフォーマ
ンスを図るプロセスを指す。測定は本質的に定量的なプロセスで、特定の時期に継続的かつリアルタイムに行われる。

• 評価（Assessment）はデジタルサービスが定性的属性やDefine and Realize フェーズで定義されたKPIsにど
の程度見合うかを図るプロセスを指す。評価はここのデジタルサービス、サービスのポートフォリオ、全デジタル関連のプロ
ジェクトに行うことができる。評価手法の性質により、評価は継続的に行うことが不可能である。四半期、半期、年次ご
とに行うことが可能である。

※下図は測定・評価の属性を表すものである。【図表・印03】DSSが定める調達手法のフレームワーク（評価）



（4）政府の調達手法に関する事項
②プロジェクトの評価手法 ＜インド＞

測定活動では、Output、Outcome、Economyの三つの主要因が考慮される。測定活動で用いられるKPIs 
は以下のとおり。
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タイプ KPIs

品質／Output a. デジタル提供サービス数、および部門提供サービス総数
b. 所定期間に配信されたデジタルトランザクション数、およびそのサービスの潜在的トランザクション数
c. 異なる地域間のデジタルトランザクション分布
d. 内陸部および遠隔地に居住するユーザーのカバー率
e. デジタルサービス提供における部門内各組織の実績
さらに、サービスの所要時間（Turnaround Time、TAT）、およびSustainable Development Goals
あるいはWelfare and Development Goalを達成するに当たってのKPIについて、必ず調査すること。

品質／
Outcome

a. 利用状況
b. 規範
c. 透明性
d. 応答性（早期返答、ユーザーへのフィードバック）
e. 有効性と効率性（5段階評価によるサービスへのフィードバック、TATの観点から見たサービスのパフォーマン
ス）
f. 説明責任（標準操作手順（Standard Operation Procedures、SOP）、SOP準拠度）
g. 合意の方向付け（意思決定における大多数の利害関係者の「承認」）
h. 公平性（回避可能なヒューマンインターフェイスの完全、あるいは部分的な排除）

サービス費用／
Economy

a. 資本的支出（CAPEX）
b. 運用コスト（OPEX）。

費用便益分析
／Economy

投資に対する価値（value-for-money）

（出典）インド電子情報技術省（Ministry of Electronics and Information Technology、MeitY）

デジタルサービスの測定活動のKPI



（4）政府の調達手法に関する事項
②プロジェクトの評価手法 ＜インド＞

（評価の観点）

 ステークホルダーの体験: User Interface (UI) やUser Experience (UX)のようなパラメーター。

 DSS フレームワークに準拠している度合い: デジタルサービスライフサイクルのDefine and Realizeフェーズで特定された
主な属性に関するもの。

（評価をするうえでの留意点）

 評価は年に一度もしくは二度行われるべきであり、それ以上の頻度であるべきではない。

 評価はDSプロジェクトレベルもしくはポータルレベルで行われる必要がある。単一のDSを評価することは費用対効果が高
いとはいえない。

 評価は中立的な第三パーティを起用する必要がある。

 適切なカスタマイゼーションを含むAnnexure-Eでの評価フォーマットが提供される可能性がある。

（評価のパラメータ）

 次頁の表参照。
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デジタルサービスの評価活動のKPI

評価活動では、DSS フレームワークに準拠している度合い（Degree of Compliance with the DSS 
Framework）とステークホルダーの体験（Experience of the Stakeholders）の二つの面が考慮される。



（4）政府の調達手法に関する事項
②プロジェクトの評価手法 ＜インド＞
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フェーズ パラメーター

定義
フェース
（Defin
e 
Phase）

DSの目的は定義されているか？

DS の目的はSMART（特定 specific、測定可能 measurable、達成可能
achievable、妥当性relevant、時間指定 time specific）であるか？

DSの目的はSDG（Sustainable Development Goals）、またはインド政府優先
プログラムに基づくものか？

ユーザーの料金・手数料は公表されているか？

DSは適切に分類されているか？

サービスはライフイベントに沿って編成されているか？

DSにはパーソナライズ機能があるか？

DSのコンセプトは整理され、協議を考慮しているか？

DSはエンドツーエンドで機能を提供しているか？

そのDSは、関連DSに統合またはリンクされているか？

DSのサービスレベルは定義および公開されているか？

DSに対するQoSは定義されているか？

ポータルの場合、DSディレクトリは標準分類法に従っているか？

DSのメタデータは公開されているか？

DSの視認性は良好か？

実現
フェーズ
（設計）
(Realize 
Phase:
Design)

ユーザーニーズ分析が行われたか？

Business Process Re-engineering（BPR）は実施されたか？

DSはセキュリティ上安全か？

ベストプラクティスの調査は行われたか？

DSはキャッシュレスか？ e Paymentがサービスに統合されているか？ （ネットバンキン
グ、支払い銀行、デビットカード、クレジットカード、APB（Aadhaar Payment 
Bridge））
DSはコンタクト不要か？

DSはペーパーレスか？

DSは複数のチャネルを通じて提供されているか？ （Web ／モバイル／キオスク等）

フォームはシンプルか？ （2ページ未満）

添付ファイルは削除または削減されたか？ （添付ファイルは1つまで）

フェーズ パラメーター

実現フェー
ズ（UX／
UI）
（Realize 
Phase：
UX and 
UI）

容易なキーワードによる検索で、DSは簡単に見つかるか？

システムはユーザーに対して、アプリケーションやリクエストへの内部対応について、現在の状態を
通知しているか？

ユーザーへの画面上メッセージは、シンプルで自然な言葉で表現されているか？

DSには、「元に戻す」ボタンや「やり直し」ボタンがあるか？

DSには、ユーザー入力のオンライン確認が設置されているか？

サイトにはオンラインヘルプ機能があるか？

すべてのラベル、メッセージ、フォームフィールドにはUNICODEが使用されているか？

DSは、障害者に対するアクセシビリティ要件を満たしているか？

DSのフォームはダウンロード可能であり、オープン形式であり、オフラインで入力できるか？

DSは、リクエスト完了時にユーザーに向けて確認の応答を示しているか？

サイトやポータルは、同セッションでの複数サービスへのアクセスのためにシングルサインオン
（Single Sign On、SSO）機能を提供しているか？

DSの応答性は良好か？

DSでは個人情報のプライバシーが保証されているか？

平均的ユーザーにとって、すべてのユーザーインターフェイスは明確か？

画面とメッセージは正確か？

実現フェー
ズ（アーク
テクチャと標
準）
（Realize 
Phase
：
Architect
ure & 
Standard
s)

プロジェクトでは、アーキテクチャフレームワークまたは標準を採用しているか？

インド政府のMDDS（Metadata and Data Standards）規格に準拠しているか？

Aadhaarデータのセキュリティとプライバシーに関連する事項において、UIDAIの規則は遵守さ
れているか？

DSプロジェクトはISO 27001に準拠しているか？

アプリケーションとDSプロジェクトに対する年次監査は実施されているか？

エコシステムを実現するために、オープンAPIベースのアーキテクチャが採用されているか？

ローカル言語の使用はUNICODEに準拠しているか？

開発では、関連するドキュメント標準に従っているか？

バージョン管理システムはあるか？

実現フェー
ズ（デリバ
リー）
（Realize 
Phase：
Delivery
）

DSは、弱者グループ対応要件を満たしているか？

DS機能に対するフィードバックおよび苦情処理体制があるか？

組織として統合コンタクトセンターがあるか？

DSはアシストモードでも配信されるか？

組織として、DS運用のために適切な能力開発訓練を実施しているか？

デジタルサービス（Digital Service：DS）の評価には以下のパラメーターが使用される。



（4）政府の調達手法に関する事項
②プロジェクトの評価手法 ＜インド＞

 「eTaal」ポータル（Electronic Transaction 
Aggregation & Analysis Layer ）は、電子情報技
術省（MeitY）とNational Informatics Centre 
(NIC)により設立された、インド内の中央・州・地方政府の
異なる機関のe-Governanceアプリケーションを経由した
電子処理のリアルタイムでの集約ビューのボリュームを表示
する電子ダッシュボード(http://etaal.gov.in)。

 2019年2月時点で21の中央政府機関、26の州・連邦
直轄領政府での3,500以上の電子サービスがe‐Taalに
登録されている。

 「エンドツーエンドの電子取引（‘end‐to‐end 
electronic transactions’）」 の数をG2C及びG2B の
電子サービスのパフォーマンスを測定するための32の指標と
して計測している。デジタルサービスを測定するための
output KPIsはeTaalと連携する必要がある。
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評価結果の蓄積・共有・公開について

 インド政府が提供するデジタルサービスのパフォーマンスは、事前に設定したKPIsに基づき測定され、「eTaal」ポータルと呼ば
れる電子ダッシュボードでリアルタイムで公開されている。

プロジェクトのKPIsに基づくパフォーマンスは、「eTaal」ポータルと呼ばれる電子ダッシュボードでリアルタイムで公開
されている。

【図表・印04】eTaalの画面キャプチャー
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（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）

報告書



(1)デジタルガバメントに関する法制度・行政内ルール・規制の在り方
①デジタルガバメントに関連する法制度の概要 ＜デンマーク＞

1

最近の動向

2010年 2015年 2019年

地方自治体の共通デジタル化戦略：ローカ
ルおよびデジタル一貫性デンマーク（2016–

2020）（2016年）

デンマークのデジタルガバメントは、2011年に財務省直下にデジタル化庁ができてから本格化。最新の戦略は、「デ
ジタル戦略2016-2020」であり、同時に地方自治体の共通デジタル化戦略も策定された。

デジタルセルフサービス制度
及びデジタルポスト制度

（2012年）

デジタル戦略2016-2020
（2016年）

整合

財務省内にデジタル化庁設立

（2011年）

すべての新しい法律を「デジタル
対応」にするイニシアチブ

（2018年）

地方、地域、中央政府は、連邦デジ
タルアーキテクチャ（FDA）の共通フ
レームワークに合意（2017年5月）

デジタル戦略

デジタルガバメン
トに関する基本
戦略・イニシアチ
ブ、基本法

関連する法制度

組織体制の変
革

2025年に向けたデンマーク
のデジタル成長戦略（2018）



(1)デジタルガバメントに関する法制度・行政内ルール・規制の在り方
①デジタルガバメントに関連する法制度の概要 ＜デンマーク＞

2016年に公表した「デジタル戦略2016-2020」では、公共部門のデジタル化に関する2020年までの目標が
定められている。

2

「公共部門のデジタル化戦略：より強力で安全なデジタルデンマーク（2016 – 2020）」

• 33の具体的なイニシアチブが含まれており、2020年までの3つの主要な目
標から成り立っている。

(出典) 「デジタル化庁 デジタル戦略2016-2020」（https://en.digst.dk/media/14143/ds_singlepage_uk_web.pdf）

• デジタルソリューションを、使いやすく、迅速で、高品質を確保すること
• ユーザフレンドリーでシンプルな公共サービス、など

• 公共部門のデジタル化により、経済成長のための良好な条件を提供すること
• ビジネスコミュニティの管理負担を2020年までに30億DKK削減する、

公共データへのアクセスの改善など

• セキュリティと信頼に常に焦点を当てること
• 公共部門の情報セキュリティの改善、アクセシビリティ改善など

成立・
公布時期

所管組織

法令・
制度名称

• 「公共部門のデジタ
ル化戦略：より強力
で安全なデジタルデ
ンマーク（2016 –
2020）」

• 2016年5月

• デジタル化庁（財務省）
Agency for 
Digitisation

 中央政府、地方政府、地方政府がデンマークの将来の公共部門の基盤
を作り上げるための戦略的イニシアティブであり、将来のデジタルデンマーク
の形成を目指している。

 ３つの主要目標

https://en.digst.dk/media/14143/ds_singlepage_uk_web.pdf


(1)デジタルガバメントに関する法制度・行政内ルール・規制の在り方
①デジタルガバメントに関連する法制度の概要 ＜デンマーク＞

2018年1月に公表した 「Strategy for Denmark’s Digital Growth」では、「デンマークはデジタル化でフ
ロントランナーとなる」ことがビジョンとして掲げられ、３点の戦略目標が定められた。

3

2025年に向けたデンマークのデジタル成長戦略
」

• 省庁や企業だけでなく，市民や社会全体のデジタライゼーションが必要だと
いう視点に立脚しており、国家全体がデジタル・トランスフォーメーションに
注力すると宣言。2025年までの3つの主要な目標、 38の具体的なイニシ
アチブから成り立っている。

• 投資している予算は、期限付きであるが，過去最大。
• 2018年〜2025年まで10億DKK予算・2025年以降、7,500万DKK / 

年の予算。

（出典）「産業省、ビジネス・産業部 Strategy for Denmark’s Digital Growth」
（https://eng.em.dk/media/10566/digital-growth-strategy-report_uk_web-2.pdf）

• デジタル領域における成長ポテンシャルを解放する
• デジタル変革に対応した最適なフレームワークを構築する
• 関係者全員にデジタル変革に参画可能なツールを提供

成立・
公布時期

所管組織

法令・
制度名称

• 2025年に向けたデ
ンマークのデジタル成
長戦略Strategy 
for Denmark’s 
Digital Growth

• 2018年1月

• 産業省、ビジネス・産業
部

• Ministry of 
Industry, Business 
and Financial 
Affairs

 中央政府、地方政府、地方政府がデンマークの将来の公共部門の基盤を
作り上げるための戦略的イニシアティブであり、将来のデジタルデンマークの形
成を目指している。

 ３つの主要目標

https://eng.em.dk/media/10566/digital-growth-strategy-report_uk_web-2.pdf


(1)デジタルガバメントに関する法制度・行政内ルール・規制の在り方
①デジタルガバメントに関連する法制度の概要 ＜デンマーク＞

2015年には、地方自治体の共通デジタル化戦略を策定し、自治体が連携した７つの重点領域の目標達成を掲げている。

4

「地方自治体の共通デジタル化戦略：ローカル＆デジタル–首尾一貫したデンマーク（2016 – 2020）」

• 自治体の共通デジタル化戦略は、戦略のさまざまなテーマに関するワークショッ
プなどに参加した市町村の多数の代表者との対話で作成された。また、地方
自治体デジタル化評議会（DKD）、地方自治体ITアーキテクチャ評議会な
どが関与している。

• まず自治体の全体的なビジョンと戦略的優先度を提示し、その後、自治体が
2020年に向けて共同で優先すべきいくつかのテーマを示している。

（出典） 「地方自治体の共通デジタル化戦略：ローカル＆デジタル–首尾一貫したデンマーク（2016 – 2020）」
（https://joinup.ec.europa.eu/sites/default/files/inline-files/Digital_Government_Factsheets_Denmark_2019.pdf）

成立・
公布時期

所管組織

法令・
制度名称

• . 「地方自治体の共
通デジタル化戦略：
ローカル＆デジタル–
首尾一貫したデンマ
ーク（2016 –
2020）」

• 2015年

• デジタル化および公務
員事務所

① デジタルソリューションまたは物理的な会議のいずれを介しても、首尾一貫して
個人的に経験されるようにする

② 自治体機関のユーザーが日常のすべての情報に簡単にアクセスできるように働
き、関連する情報や情報をデジタルプラットフォームで利用できるようにする

③ ソリューションが最新かつアクセス可能であることを保証することにより、デジタル
セルフサービスを使用する際に市民が優れたサービスエクスペリエンスを確保

④ 義務ではない分野でも市民がデジタルセルフサービスにアクセスできる
⑤ 市民と企業の安全性を高める
⑥ 市民や企業からの問い合わせに関するドキュメントの収集に協力し続ける
⑦ セルフサービスソリューションと基礎となるプロフェッショナルシステムとの密接な関

係を作成することにより、ケース管理をより効率的にする

 市民との対話を重視した策定プロセス

 個人のユーザ体験が首尾一貫していることを最優先

https://joinup.ec.europa.eu/sites/default/files/inline-files/Digital_Government_Factsheets_Denmark_2019.pdf


(1)デジタルガバメントに関する法制度・行政内ルール・規制の在り方
①デジタルガバメントに関連する法制度の概要 ＜デンマーク＞

5

その他関連する法制度

公共データの活用、電子行政の推進、電子署名に関する法制度は以下のとおり。

分類 文書名 発行日 内容

データ活用、オープ
ンガバメントに関する
もの

公共部門の情報の再利
用に関する法律を改正す
る法律

2014年 この法律は、オープンデータに関するEU指令2019/1024の
今後の実装と、指令37/2013 / EUを修正する公共部門情
報の再利用の一環としてレビューされたもの。

行政手続の電子化、
オンライン化に関す

るもの

デジタルセルフサービス法 2012年 市民/企業と公共部門との間の書面によるコミュニケーションの
少なくとも80％がデジタルチャネルのみで行われることを目標と
して、オンラインサービス化が進められている。

デジタルポストに関する法
律

2012年 市民登録番号（CPR番号）で登録された15歳以上のすべ
ての個人が公的機関からデジタルポストを受け取ることを定めて
いる。
市民や企業は、伝統的な郵便による紙ベースの手紙ではなく、
公的機関からのデジタルメッセージ、手紙、文書などを受け取る
ためのデジタルレターボックスを持たなければならない。

eID、公的認証に
関するもの

電子取引のための電子的
な認証および信託サービス

201８年 電子取引のための電子識別および信頼サービスにに関して、
2016年7月1日に施行されたEUのeIDAS規則に準拠するた
めの支援法。法人、個人向けの公的デジタル署名による
NemIDの発行、失効、一時停止などのルールについて定めて
いる。

（出典）「EU Digital Government Fact Sheet 2019」
（https://joinup.ec.europa.eu/sites/default/files/inline-files/Digital_Government_Factsheets_Denmark_2019.pdf）

https://joinup.ec.europa.eu/sites/default/files/inline-files/Digital_Government_Factsheets_Denmark_2019.pdf


(1)デジタルガバメントに関する法制度・行政内ルール・規制の在り方
①デジタルガバメントに関連する法制度の概要 ＜デンマーク＞

2012年に、デジタルポストやデジタルセルフサービスに関する制度が整備され、公的機関からの連絡は、原則デ
ジタルレターボックスを介してのデジタルメッセージとされ、オンラインでのみ提供されるサービスが100を超えている。

6

「デジタルセルフサービス制度、デジタルポスト制度」

（出典）「Agency for Digitisation Mandatory Digital Self Service」
（https://en.digst.dk/policy-and-strategy/mandatory-digitisation/）

 2012年にデジタルポストに関する法律が成立
 共同電子政府戦略2011-2015（中央政府、地方政府、地方政

府）の実施の一環であり、デンマークの市民登録番号（CPR番号）
で登録された15歳以上のすべての個人が公的機関からデジタルポス
トを受け取ることを定めている。
 病院からの手紙、年金明細書、学生補助金に関する情報（SU）、住

宅給付の変更、保育施設の場所の割り当て、中央税関税務局（
SKAT）からの手紙など

 市民や企業は、伝統的な郵便による紙ベースの手紙ではなく、公的
機関からのデジタルメッセージ、手紙、文書などを受け取るためのデジタ
ルレターボックスを持たなければならない。

 デジタルポストソリューションを介して送信されるデジタルメッセージには、
紙ベースの手紙、メッセージ、文書などと同等のステータスと効果がある
とも定められている。

 2012年にデジタルセルフサービス法が成立。
 市民/企業と公共部門との間の書面によるコミュニケーションの少なくと

も80％がデジタルチャネルのみで行われることを目標として、オンライン
サービス化がすすめられ、2015年12月の追加法律では、合計100
を超えるサービスがオンラインでのみ使用されることが義務づけられた。

成立・
公布時期

所管組織

法令・
制度名称

• 「デジタルセルフサービ
ス制度、デジタルポス
ト制度」

• 2012年成立
• 2014年11月1日に

市民に対して施行さ
れ、企業に対しては
2013年11月1日に
施行

• デジタル化庁（財務省）
Agency for 
Digitisation

https://en.digst.dk/policy-and-strategy/mandatory-digitisation/


(1)デジタルガバメントに関する法制度・行政内ルール・規制の在り方
②行政におけるＡＩ 利活用と倫理に関する整理の動向 ⅰ.AI利活用＜デンマーク＞

7

人工知能のための国家戦略

（出典）「人工知能のための国家戦略」（https://en.digst.dk/policy-and-strategy/denmark-s-national-strategy-for-artificial-intelligence/）

 デンマーク政府は、2019年3月14日に人工知能の国家戦略を公表。この戦略は、公共部門と民間部門の
両方で人工知能の責任ある使用を促進し、AIソリューションの研究開発を強化することを目指している。

 人工知能の責任ある開発と使用の原則
• 人工知能の開発と使用のフレームワークとして倫理原則を設定。公共部門での人工知能の責任ある透明性のある使用を

保証する。

 一般的なデンマーク語のリソース
• デンマークでの言語技術ソリューションの開発をサポートおよび加速するために、デンマークの共通言語リソースを確立する。

 人工知能に関するよりオープンな公共部門データ
• 企業や研究コミュニティと協力して、2020年から2021年にかけて5つの公共部門のデータセットを特定し、企業、研究者、

公的機関がアクセスできるようにする。（環境および気候データ、または輸送エリア内の位置データなど）

 公共部門の署名プロジェクト
• 公共部門での人工知能の使用に関して、 地域や市町村と協力して、多くの署名プロジェクトを実施（健康、社会、雇用
分野など）。

 デンマーク企業へのより強力な投資
• 人工知能に基づくビジネスモデルを使用したビジネスを対象に、4年間で2000万デンマーククローネ（310万ユーロ）を投

資 （民間セクターが50％負担し、総投資プールは4,000万デンマーククローネ）

https://en.digst.dk/policy-and-strategy/denmark-s-national-strategy-for-artificial-intelligence/


(1)デジタルガバメントに関する法制度・行政内ルール・規制の在り方
②行政におけるＡＩ 利活用と倫理に関する整理の動向 ⅱ.AIと倫理に関する議論＜デンマーク＞
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（出典）「人工知能のための国家戦略」
（https://en.digst.dk/policy-and-strategy/denmark-s-national-strategy-for-artificial-intelligence/）

６つの倫理原則

人工知能の国家戦略において、６つの倫理原則に従うべきとの整理がなされている。

• 政府は、2019年に
データ倫理評議会を
設立し、人工知能を
含むデータ倫理に関
する問題についての
幅広い議論を推奨し
、支持する

• 政府は、省庁間ワー
キンググループを設置
して、人工知能の使
用に関する問題が既
存の立法枠組み内
で管理できるかどうか
を検討する。

• 人々の自律は、人工知能の開発と使用において優先すべきである。人工知能が
自己決定を排除することなく、人々が情報に基づいた独立した決定を下せること
が重要。

• 人工知能の開発と使用において、人間の尊厳を尊重する必要がある。人工知
能は、民主主義と民主主義のプロセスを尊重し、基本的な人権を侵害するため
に使用されるべきではない。

• データ、基礎となるロジック、人工知能の使用の結果を説明、制御、復元できる
ことが必要。アルゴリズムの完全な透明性とは異なる。公的機関には、アルゴリズ
ムの使用におけるオープン性と透明性を確保する特別な責任がある。

• 開発者、協力パートナー、ユーザー、当局、企業など、人工知能の開発と使用の
結果に対して、すべてのレベルが責任を負う必要がある。

自己決定
Self-

determination

尊厳
Dignity

責任
Responsibility

説明可能性
Explainability

• 人工知能は、特定の集団を疎外する偏見を再現すべきではない。望ましくない偏
見を防ぎ、たとえば、民族、性別、性別を区別する分類を回避するデザインを促
進するための積極的な作業を行う。

平等と正義
Equality and 

justice 

• 倫理的責任のある人工知能の開発と使用をサポートする技術的および組織的
なソリューションを開発する必要がある。

開発
Development

監理体制

データ倫
理評議会
の設立

ワーキング
グループの

設置

https://en.digst.dk/policy-and-strategy/denmark-s-national-strategy-for-artificial-intelligence/


(1)デジタルガバメントに関する法制度・行政内ルール・規制の在り方
③デジタル時代における法策定プロセス改革の動向 ＜デンマーク＞

デンマークでは、2018年7月以降に提案された法律は、デジタル対応の７つの原則を順守することが義務付け
られている。

9

デジタル時代における法策定プロセス改革の動向

（出典）「デジタル法施行のためのガイダンス」（https://en.digst.dk/policy-and-strategy/digital-ready-legislation/guidances-and-tools/）

 2018年7月1日以降に提案されたすべての法律は、デジタル対応の法律に関する7つの原則を遵守
することが義務付けられた。

 法令のデジタル対応を義務化

立法
プロセス

組織・人材

①シンプルで明確なルール
②市民と企業とのデジタルコミュニケーションの促進
③完全または部分的に自動化されたデジタル手続
④当局間の一貫性（統一された概念とデータの再利用）
⑤安全で安全なデータ管理
⑥公共のITインフラストラクチャの使用
⑦詐欺やエラーの防止（制御の目的でITの使用をサポートするように設計する必要あり）

デジタル対応法の事務局は、2018年初頭に財務省の下で設立。
新しい法案の作成においてデジタル化が完全に検討されたかどうかを評価する。

＜事務局のタスク＞
•法律草案のスクリーニング、法案に関する協議
•法施行の影響を評価するためのガイダンスとツールの開発と継続的な更新
•デジタル対応法に関する省庁のカウンセリング

https://en.digst.dk/policy-and-strategy/digital-ready-legislation/guidances-and-tools/


（2）デジタルガバメントに関するシステムアーキテクチャーの在り方
①デジタルガバメントに関するシステムアーキテクチャーの概要 ＜デンマーク＞
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サービス
プラットフォーム

ドメインデータ

基本データ

住民情報 企業情報 不動産情報
住所、道路、
エリア情報

地図・地理情報

ケースワーカー 公的機関 ポータルサイト 自己申告
DATA

DISTRIBUTER

更新

更新

更新

ダウン
ロード

通知

• 請求
• メタデータ
• セキュリティ
• 同期

更新

通知

エンリッチ
データ

更新

デンマーク政府のアーキテクチャー構造は、データ交換基盤を中心とし、公的機関、ポータルサイトなどを通じて住
民情報、法人情報、不動産情報といった基本データへのアクセスを実現するものとなっている。

アーキテクチャーの基本構造

（出典）「デジタルガバメントに関するシステムアーキテクチャー」（https://arkitektur.digst.dk/fda-2017-0）

【図表・デ01】デンマーク政府のアーキテクチャー構造

https://arkitektur.digst.dk/fda-2017-0


（2）デジタルガバメントに関するシステムアーキテクチャーの在り方
①デジタルガバメントに関するシステムアーキテクチャーの概要 ＜デンマーク＞

８つの原則に基づき、アーキテクチャーを策定している。組織間のデータ共有によるプロセス効率化が主題。
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アーキテク
チャー策定の
背景・考え方

（出典）「一貫したデジタル公共部門」
（https://arkitektur.digst.dk/sites/default/files/white_paper_on_a_common_public- sector_digital_architecture_pdfa.pdf）

①共通のフレームワークに従って適切なレベルで管理
②一貫性、革新性、効率性を促進
③アーキテクチャと規制が相互にサポート
④セキュリティ、プライバシー、信頼を保証
⑤プロセスは組織間で最適化
⑥良いデータは共有され、再利用
⑦ITソリューションが効果的にコラボレーション
⑧データとサービスが確実に提供

【背景】
政府は、自治体および地域とともに、2016-2020年のデジタル戦略に合意。戦略の一環として、地方、地
域、および中央政府は、公共機関全体で安全かつ効率的なデータ共有とプロセスを促進するために、共通
の公共部門アーキテクチャを確立することに合意した。

【ビジョン】 ：デジタル的に一貫した公共部門
デジタル化のための共通のアーキテクチャは、公共部門間および公共部門と民間部門間の安全な組織間プロ
セスとデータの効率的な共有を確保する必要がある。
市民と企業が、効率性、一貫性、透明性をもち、個人のニーズに的を絞ったサービスを体験し、社会の革新、
成長、発展のための良好な条件を提供することを目標とする。

【原則】 アーキテクチャーは以下の８つの原則に従う

アーキテクチャー策定の考え方、策定主体、民間の関与等

https://arkitektur.digst.dk/sites/default/files/white_paper_on_a_common_public-sector_digital_architecture_pdfa.pdf


（2）デジタルガバメントに関するシステムアーキテクチャーの在り方
①デジタルガバメントに関するシステムアーキテクチャーの概要 ＜デンマーク＞
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適用範囲

• FDA, Fællesoffentig Digital Arkitekturは、公共共通デジタルITシステムのアーキテクチャー、ルー
ル、スタンダード、ガイド、ガイドラインに関して定めたもの。https://arkitektur.digst.dk/

• 地方公共団体KL、デンマークの５地域の代表などおよび有識者により管理され、内容は、SDA(データ
構造評議会)による承認を受けている。

• 公共機関間でのデータシェアのフレームワークとなる公共共通デジタルITシステム、スタンダード策定
、データ利活用、組織をまたいだデータの共有などを取り扱う。

民間の
関与・
手法

策定主体

• 政府が構築したコラボレーションツールである
Digitalisér.dkにおいて、民間のエンジニアなどがグ
ループを作成して、政府のデジタル化やITアーキテク
チャーに関する議論を行うことができるようになってい
る。目的は、関係者同士の協力、ビジネスリエンジ
ニアリング、関連サービスの調整。

• 民間のエンジニアなどが参加する場として、コラボレーションツール
Digitalisér.dk内で会話形式で政府のデジタル化やITアーキテ
クチャーに関する議論ができる環境を用意している。

（出典）「Digitaliser.dk」（https://www.digitaliser.dk/）

地方自治体を含めた公共機関間でのデータシェアのフレームワークを策定。策定にあたっては、民間のエンジニア
も関与。

【図表・デ02】Digitalisér.dkの画面イメージ

アーキテクチャー策定の考え方、策定主体、民間の関与等

https://arkitektur.digst.dk/
https://www.digitaliser.dk/


（2）デジタルガバメントに関するシステムアーキテクチャーの在り方
②アーキテクチャー上「共通機能」と位置づけられる機能に関する事柄 ＜デンマーク＞

13

（出典）「デジタル化庁 NemID」（https://digst.dk/it-loesninger/nemlog-in）

共通機能

共通機能の定義は明確ではないが、デジタル化庁が中心となって開発・管理しているデジタルサービスとしては、
以下の７点がある。

機能 名称 内容

認証

NemID
デンマークの国民番号（CPR番号）を持つ15歳以上の国民が使用するイン
ターネットのID制度。 公的サービスや銀行などの民間サービスのログインにおけ
る本人認証に利用できる

NemLogin
自治体、地域、政府のセルフサービスソリューションにアクセスできる共通ログオン
ソリューション。

通知

NemSMS
公共機関が市民や企業向けに提供するサービスのお知らせに当局が使用する
公開メッセージ。

Digital Post
公的機関からの通知をオンラインで届ける仕組み。 年金明細書、検査に関す
る病院からの手紙、保育施設の場所の通知などに対応。

決済 NemKonto
税金の払い戻し、社会福祉の支払いのための銀行口座。給与振り込みなど民
間利用も可能。

電子請求書 NemHandel 電子請求インフラ。デンマークにおけるeコマース市場で利用されている

ポータル Borger dk
Borger.dkは、公的機関のデジタルセルフサービスソリューションと公的機関と
サービスに関する情報への単一のアクセスポイントを提供する一般的な公共部
門ポータル。

https://digst.dk/it-loesninger/nemlog-in


（2）デジタルガバメントに関するシステムアーキテクチャーの在り方
②アーキテクチャー上「共通機能」と位置づけられる機能に関する事柄 ＜デンマーク＞
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管理主体・利用状況

ライブ運用ステータスにおいて、政府が提供する各共通機能の利用状況が更新されている。（不定期更新）

（出典）「デジタル化庁 共通機能利用状況」（https://digst.dk/tal-og-statistik/）

機能 名称 管理主体 利用状況（2020年１月8日時点）

認証

NemID デジタル化庁
・ユーザー数 500万（アプリは、250万DL）
（2019年10月）
・トランザクション数 7億7500万 （2018年）

NemLogin デジタル化庁
・ユーザー数 45万人、ユーザ企業 28万社
・トランザクション数 900万/月
・署名数 30万/月

通知

NemSMS デジタル化庁 ・ユーザー数 280万（2019年10月）

Digital Post デジタル化庁
・ユーザー数 480万人（2019年10月）
・通知発送数 1億4130万件（2018年）
・満足度 84％（2019年半ば）

決済 NemKonto デジタル化庁
・アカウント数 550万人（2019年10月）
・支払い回数 9420万（2018年）

電子請求書 NemHandel デジタル化庁 ・n/a

ポータル Borger dk デジタル化庁
・過去1か月間に360万回のアクセス（2019年
11月）
・2018年に3900万回のアクセス

https://digst.dk/tal-og-statistik/


（2）デジタルガバメントに関するシステムアーキテクチャーの在り方
①デジタルガバメントに関するシステムアーキテクチャーの概要 ＜デンマーク＞
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2010年にNemIDとNemLoginを同時期に開発。現在は、新しい認証システムのMitIDへの移行準備中。

2005年 2007年 2010年 2015年 2019年2012年

NemID

（2010年）

更新タイミング

NemLogin

（2010年）

Digital Post（2012年）

NemKonto

（公的利用2005年〜、民間利用2008年〜）

NemHandel

(2007年）

MitID

(2020年）



（2）デジタルガバメントに関するシステムアーキテクチャーの在り方
②アーキテクチャー上「共通機能」と位置づけられる機能に関する事柄 ＜デンマーク＞

デンマークの公共デジタル化に関する経験と知識の交換のためのソーシャルネットワーキングプラットフォームである
Digitalisér.dkにて、ガイド、ソフトウェア、運用情報などを公開。エンジニア同士のコミュニケーションも可能。
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（出典）「デジタル化庁 共通機能利用状況」（https://digst.dk/tal-og-statistik/）
（出典）「OECD eGovernment調査 デンマーク」（http://www.oecd.org/governance/digital-government/45382552.pdf）

https://digst.dk/tal-og-statistik/

利用促進のための取り組み

• 企業へのデジタル政府サービス活用奨励
• 電子政府を促進する際のマイルストーンとして、2012年までに企業が公共機関へアクセスする場合(

調達や税務申告など)のデジタルで行うことが推奨された。これを機に、企業は、公共機関のポータルを
各種基盤技術（NemIDなど）を用いて活用することにつながった。

APIガイド・
ツールキット

オープン
ソース化

民間企業
の需要喚起

その他
独自施策

• Digitalisér.dkによるガイドラインの公開。
• ガイド、ソフトウェア、運用情報などを見つけることができる。
• エンジニア同士のコミュニケーションも可能。

• Digitalisér.dkによるオープンソース化、

• （特になし）

https://digst.dk/tal-og-statistik/
http://www.oecd.org/governance/digital-government/45382552.pdf
https://digst.dk/tal-og-statistik/


（2）デジタルガバメントに関するシステムアーキテクチャーの在り方
③ユーザー認証について ⅰ.ユーザ認証の種類 ＜デンマーク＞

NemLoginは、デンマーク公共機関のセルフサービスソリューションを利用するための仕組み。NemIDは、
NemLogin上で（も）動く、個人電子署名の名称である。
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ユーザー認証の種類

認証機能 対象となる行政手続 認証方法

NemID eバンキング、不動産、保険、
年金基金サービスなど、ウェブ
上のさまざまな公的(Digital
Postのメールボックスのログイン、
borger.dkのマイページへのア
クセス)および私的な電子署
名・電子ID

デンマーク公共機関のセルフ
サービスソリューションを利用す
るための仕組みであるNem
Loginでは、NemIDによる認
証が利用されている。

①ユーザー名(CPR個人番号)とパスワードでログインする
②OCES認証（カードまたはハードウェアトークン等で配布され
たワンタイムコード（秘密鍵）を入力）。近年では、NemID
アプリでのスマホ認証に移行中。

（注）政府は現在新しい認
証基盤MitIDを開発中。

詳細不明 NemIDは、2021年に新しい電子署名システムMitIDに置き
換えられ,NemLoginは第三世代に移行する

【図表・デ03】NemIDアプリ

【図表・デ04】NemIDカード 【図表・デ05】NemIDトークン



（参考）一般的な認証プロセスの画面遷移

ユーザID/パスワード、ワンタイムキー、CPR番号などの多要素を利用する。
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1.ユーザーIDとシークレットコー
ドを提供する
ユーザーは、ユーザーIDとシークレ
ットコードを提供します。 ユーザー
IDは、ユーザーのCPR番号、一
意のNemID番号、またはユーザ
ー自身が選択したユーザー名。

2.ワンタイムキーを提供す
る
ユーザーは、自分のコードカ
ードからワンタイムコードを提
供。

3.ユーザー入力データの処
理
NemIDは、ユーザーからの
入力データを処理。

4. CPR番号を提供する
標準のNemIDアプレットは
、ほとんどの場合に必要な
CPR番号ではなく、PIDと
いう番号のみをマーチャント
に返す

（出典）「Nem ID サービスプロバイダパッケージ」
（https://www.nets.eu/dk-da/kundeservice/nemid-tjenesteudbyder/The-NemID-service-provider-package）

【図表・デ06】NemIDの認証プロセスの画面遷移

https://www.nets.eu/dk-da/kundeservice/nemid-tjenesteudbyder/The-NemID-service-provider-package


（2）デジタルガバメントに関するシステムアーキテクチャーの在り方
③ユーザー認証について ⅱ 認証方式の選択のためのリスク分析手法＜デンマーク＞

ユーザー認証は、NemIDのみであり、認証方式の選択自体が発生しない。
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認証方式の選択のためのリスク分析手法

リスク分析
手法

リスク分析
結果の共有

 ユーザー認証は、NemIDのみであり、認証方式の選択自体が発生しない。

• ただし、NemIDの評価に関しては、新しいID（MitID）の公開に伴い、調査分析が行われることになっ
ているとのこと。通常、現状システムの分析に関しては、積極的に実施されず、新しいシステムが動き始めて
からレポートが公開される。

• （特になし）



（2）デジタルガバメントに関するシステムアーキテクチャーの在り方
③ユーザー認証について ⅲ 同意・承諾等の真正性を確保するための要件＜デンマーク＞

NemLog-inでは、ログオン時にユーザの個人ID番号やアクセスページ、アクセスした時間などのログを保持して
おり、システムの誤用の保護に利用されている。

20

同意・承諾等の真正性を確保するための要件

• この情報は6か月間保持され、システムの誤用に対する
保護に利用される。

• NemLog-inは、個人データの処理に関する法律の市民
への情報提供に関する規定に準拠している。

NemLog-inを介して公的機関のセルフサービスソリューシ
ョンまたはborger.dkのデジタルポストにログオンすると、

• デジタル化庁がお客様に関する次の情報を記録される。

• ①ユーザー名(CPR個人番号)とパス
ワードでログインする

• ②OCES認証（カードまたはハードウ
ェアトークン等で配布されたワンタイム
コード（秘密鍵）を入力）。

同意・承諾等の真正性の確保方法

• ログインしたユーザの個人ID番号
• アクセスしたページ
• ページにアクセスした時間。

Nem IDを
用いた

Nem Loginの
場合

対象サービス



（3）基本データ（Ｂａｓｅｒｅｇｉｓｔｒｙ）に関する事項
①基本データの概念の有無 ＜デンマーク＞

デンマークでは、「基本データ」を整備することについて戦略方針を策定しており、データハブの機能を担うthe 
Data Distributor がデータを集約し、「ベースレジストリ・カタログ」として公開している。
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基本データの概念の有無

• 2012年から、デンマーク政府は「基本データの正確性を保証し、部門間のデータの再利用を促進することで
、公共部門の効率性、近代化、ガバナンスの向上、および民間部門の成長と生産性の向上に貢献する」こ
とを目的に、基本データ（Basic  Data,  Grunddata）戦略指針を開始。

（出典）「デジタル化庁 公共企業体が基本情報へのアクセス可能に」

（https://en.digst.dk/news/news-archive/2017/juli/public-authorities-to-get-free-of-charge-access-to-basic-data-on-persons/）

概念の
有無と
由来

根拠となる法
令・文書

・閣議決定等

• the Data Distributor はデ
ータハブの機能を担い、関係当
局は、the Data 
Distributor にデータを供給
する。

• それらのデータセットを集約した
ベースレジストリ・カタログ 「
DATAFORDELER」を公開。
https://datafordeler.dk/

https://joinup.ec.europa.eu/collection/egovernment/document/grunddata-basic-data-grunddata

eGOVERNMENT戦略2011-2015

【図表・デ07】 「DATAFORDELER」の画面

https://en.digst.dk/news/news-archive/2017/juli/public-authorities-to-get-free-of-charge-access-to-basic-data-on-persons/
https://datafordeler.dk/
https://joinup.ec.europa.eu/collection/egovernment/document/grunddata-basic-data-grunddata


（3）基本データ（Ｂａｓｅｒｅｇｉｓｔｒｙ）に関する事項
①基本データの概念の有無 ＜デンマーク＞

超領域基本データ委員会が主体となって、基本データを整備統合・利活用を行う。また、データ標準を進めると
ともに、標準化可能なデータを編成するためのオーケストレーションコンポーネントを開発予定である。
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（参考）基本データの相互接続性を担保する仕組み

 超領域基本データ委員会（Cross institutional basic-data committee）の構築

 基本データを整備統合・利活用を目的とし協働で基本データ管理を行う主体となる組織、

 データ標準

 データとドキュメントの電子共有を促進するために、特定の参照アーキテクチャ情報を公開。

 データモデリングに関するガイドラインとルールを文書化。

 オーケストレーションコンポーネント→開発予定
（2020年3月現在、入札手続中）

 オーケストレーションコンポーネントは、標準化可能なデータを編成（検索、収集、およびアセンブル）する機能。

 データの集約と可視化(グラフにしたり表にしたり、1ヶ月前と比較したり)が可能になる見込み。

 現在、borger.dkという市民向けサイトに、Mit overblik(my overviewの意)という個人が個人情報を閲覧するためのペ
ージを構築する計画がある。オーケストレーションコンポーネントは、（標準化された）個人のデータを集約（アセンブリ）して
、Mit overblikに渡すための役割を担うと想定される。

 アセンブリデータを渡す先として、Mit overblik以外にどのアプリケーションを対象となるかは不明。

（出典）「デジタル化庁 公共企業体が基本情報へのアクセス可能に」

（https://en.digst.dk/news/news-archive/2017/juli/public-authorities-to-get-free-of-charge-access-to-basic-data-on-persons/）

https://en.digst.dk/news/news-archive/2017/juli/public-authorities-to-get-free-of-charge-access-to-basic-data-on-persons/


（3）基本データ（Ｂａｓｅｒｅｇｉｓｔｒｙ）に関する事項
①基本データの概念の有無 ＜デンマーク＞

住民情報、法人情報、不動産情報といった基本データ同士のデータの相互参照性を重視している。
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（参考）基本データの相互接続性を担保する仕組み

 住民情報、法人情報、不動産情報といった基本データ同士のデータの相互参照性を重視している

（出典）「デジタルガバメントに関するシステムアーキテクチャー」
（https://arkitektur.digst.dk/fda-2017-0）

【図表・デ08】基本データ同士の相互参照について

住民情報 企業情報

不動産情報

住所、道路、
エリア情報

地図・地理情報

基本データ同士のデータの
相互参照性を重視している

所有

所有 所有

従業員

場所の特定

所在地所在地

属性

https://arkitektur.digst.dk/fda-2017-0


（3）基本データ（Ｂａｓｅｒｅｇｉｓｔｒｙ）に関する事項
②基本データの内容・含まれるデータの類型・種類・管理主体 ＜デンマーク＞

基本データとして、住民情報、企業情報、地図と地理女王、不動産情報、水と気候、住所・道路・エリアの６
つが指定されており、基本データ・カタログ「DATAFORDELER」に集約されている。（管理主体は、それぞれ）
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基本データの類型・種類、管理主体

レジストリ種別 含まれる情報の例 管理主体

住民情報
• CPR番号
• 氏名、住所、誕生日
• 教会、両親、婚姻の有無など

経済・内務省

企業情報

• CVRナンバー
• 業種
• 設立年
• 法人名
• 住所、電話番号 など

経済中央ビジネスレジストリ（ Central 
Business Registry）

地図と地理
• 地形、建物、植生などの基礎データ
• ベクター地図（3次元データ含む）など

地理データ局

不動産

• デンマークのすべての土地登録（区画、マンション、および借地にある建物）の
基盤。 全国の地籍図、公式の登録簿、および地籍のアーカイブ

• 不動産所有者の登録には、所有者、管理者、および不動産に関す問い合わ
せ先のその他の人物に関する情報が含まれている。

• 不動産の住所所在地登録には、Cadastreに登録されている不動産を表すデ
ンマークの住所登録（DAR）で選択された住所が含まれている。

地理データ局

水と気候 （現在取得可能なデータベースはない） 環境省

住所、道路、
エリア

• 行政地理部データ（DAGIデータ）：下記データを地図上に重ねたもの
• 住所（DARデータ）：郵便番号、教区、町丁目、選挙区、など
• 地名（地名委員会に承認された約14万の地名）

地理データ局



（3）基本データ（Ｂａｓｅｒｅｇｉｓｔｒｙ）に関する事項
③基本データへの市民のアクセス方法に関する整理＜デンマーク＞

各レジストリは、基本データ・カタログ「DATAFORDELER」からアクセス可能であり、基本的には無料であるが、
一般情報提供以外は、ログインする必要がある。

基本データへの市民のアクセス方法・費用

レジストリ種別 アクセス方法 費用

住民情報

• 市民はNemID（eIDソリューション）を使用してログインし、公的機関によっ
て保持されている自分の情報の一部にアクセス可能。（たとえば、税金、年金、
健康、学生の助成金、住居に関する情報など）。

• また、証明書（出生、結婚）のリスクエストは、市民ポータルの「Borger.dk」
のサイトからオンラインで可能。

• なお、2020年3月現在、市民向けポータルサイトborger.dkに、Mit
overblik(my overviewの意)という個人が個人情報を閲覧するためのペー
ジの構築を進めている。

• 無料
• 基本的には無料であるが、一般情報

提供以外は、ログインする必要がある。
• ログインできるのは、デンマーク住民、公

共機関などの関係者のみ。）

企業情報

• 法人情報のポータルサイトは、Virk.dkと呼ばれ、法人に関する情報提供と法
人関連事務が処理できるサイトとなっている。

• 法人情報を得るためのデータベースは、無料で公開され、ポータルサイトから法
人の基本情報や会計レポートを検索・閲覧することが可能である。

• 無料

地図と地理 • 基本データ・カタログ「DATAFORDELER」からDL可能 • 無料

不動産
• 基本データ・カタログ「DATAFORDELER」からDL可能
• GST(Geodatastyrelsen)のGST.dkで、土地・海洋地図(操船で使われ

る)が無料で公開されている。

• 無料

水と気候
• 基本データ・カタログ「DATAFORDELER」からDL可能
• （ただし、現在取得可能なコンテンツはない状態）

• 無料

住所、道路、エリ
ア

• 基本データ・カタログ「DATAFORDELER」からDL可能 • 無料
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アジャイル手法は、政府による義務化や推奨の対象ではない。

（4）政府の調達手法に関する事項
①アジャイル型開発プロジェクトの調達方法 ＜デンマーク＞

アジャイル開発手法の選択は、プロジェクト管理者に任されている。プロジェクトをアジャイルで実施する場合に、そ
の調達手法は、他のプロジェクトと基本的に変わらない。

（出典）デジタル化庁へのヒアリング

• 手法はそれぞれのプロジェクト毎、それぞれの政府組織の意向やプロジェクトの特性によって選ぶことに
なる。多くのアジャイルプロジェクトを経験している組織は、アジャイルで進めるケースが増えているし、新
しくアジャイル手法を取り入れる組織も増えている。アジャイルプロジェクトが使われるようになって10年
ほど経ち、知見が蓄えられてきたために、その知見をガイドとしてまとめた資料が作成されている。

• アジャイル手法での開発は、特に推奨されているわけではない。しかしながら、アジャイル手法による開
発に否定的というわけではない。

実施, 開発分析コンセプト 実現

proof of concept⇒ prototyping⇒ feasibility studies

アジャイル開発が多く導入される箇所

アジャイル型開発プロジェクトの調達方法

アジャイル型開発
の調達に関する
基本的な考え方

• デンマークのITプロジェクトは、詳細の要求仕様というよりは、プロジェクト全体の経済的利益、フレームワ
ークや、ゴールが定められるものであり、その点からもアジャイル型でない開発プロジェクトと調達方法は変
わらない。

アジャイル型開発プロジェクトの調達手法は、他のプロジェクトと基本的に変わらない。

【図表・デ09】Projecktmodellens fascr
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（4）政府の調達手法に関する事項
①アジャイル型開発プロジェクトの調達方法 ＜デンマーク＞
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アジャイル開発の際には、2019年4月に出された「Vejledning om anvendelse af agile 
udviklingsmetoder(アジャイル開発手法ガイド)」に従う。

アジャイル開発手法ガイド

 アジャイル開発の適否の検討や、予算の承認プロセスの重視

• DKK10Million以上の予算規模のプロジェクトでアジャイル開発を進める際には、ITプロジェクトモデル(プロジェクトマネ
ージメント手法)の要項に幾つかの項目が付加される。

• IT開発にあたり、アジャイル開発方法が向いている場合と、そうでない場合があるため、アジャイル手法を利用したい場
合は、よく考慮し、議論が重ねられる必要がある。

• 予算の策定に関しては、初期段階（分析後、開発前）で承認を得る必要がある。

 ITプロジェクトモデルに基づく、プロジェクト管理の徹底（幾つかの管理項目の追加）

実施主体 承認主体 マネジメントモデル

DKK 1 Millionを超
えるITプロジェクトの

場合

DIGST
（デジタル化庁）

－ ITプロジェクトモデル
の簡易版

DKK 10 Millionを
超えるITプロジェクト

の場合

DIGST
（デジタル化庁）

DITPC
(IT調達協議会)

ITプロジェクトモデル

DKK 60 Millionを
超えるITプロジェクト

の場合

DITPC
(IT調達協議会)

国会 ITプロジェクトモデル

• 期待される効果や成果の明確化
• プロジェクト実施過程におけるMVPの制定
• 定期的な承認や評価
• 予算などのリソースのスプリント毎の分割
• リリースプラン
• バックログの作成
• スプリントの活用
• スプリント毎のレヴュー
• プロセスレヴューなど、

適用対象・実施主体
DKK10Million以上の

アジャイル開発の場合の管理項目（例）

（出典）「アジャイル開発手法ガイド」（https://digst.dk/media/18238/12-vejledning-om-anvendelse-af-agile-udviklingsmetoder-april-2019-v-11.pdf）および
（https://digst.dk/media/18213/02-it-projekter-vejledning-til-risikovurdering-og-raadgivning-ved-statens-it-raad-v-12.pdf）

https://digst.dk/media/18238/12-vejledning-om-anvendelse-af-agile-udviklingsmetoder-april-2019-v-11.pdf
https://digst.dk/media/18213/02-it-projekter-vejledning-til-risikovurdering-og-raadgivning-ved-statens-it-raad-v-12.pdf


（4）政府の調達手法に関する事項
②プロジェクトの評価手法 ＜デンマーク＞

2010年に策定されたITプロジェクトモデルに則り、プロジェクトのKPI管理と、評価結果の公開が行われている。

28

プロジェクトの評価手法

 国の電子政府戦略に則り、KPI評価の結果は、デジタルスコアボードに公開される（次々頁参照）

プロジェクト
評価方法

ベンダー評価
方法

評価結果の
蓄積・活用

 ITプロジェクトモデル(プロジェクトマネージメント手法)に基づき、KPI管理を行う。

• 2010年にthe Danish IT-project and program model (IT project model)がローンチ。半年
に１度のITプロジェクトのリスクアセスメントを実施。継続実施、改良、中止の判断材料となる。枠組みは
、2013年に改良され、その後も繰り返し改良が加えられている。

• アジャイル開発も、上記ITプロジェクトモデルの管理対象。
• DKK10Million以上の予算規模のプロジェクトでアジャイル開発を進める際には、ITプロジェクトモデ

ル(プロジェクトマネージメント手法)の要項に幾つかの項目が付加される（前述）

• 半年に一度、KPIに基づいたリスク評価・効果測定を実施。
• プロジェクトは、予算、スケジュール、効果が、赤・黄色・緑で評価される（次頁詳細）

• 上記の「ITプロジェクトモデル」に規定されている。
• 一年に一度、データが収集されレポートがまとめられる。

• アジャイル開発に特化した評価手法はない。



（参考）デジタルスコアボードにおける評価指標・評価基準

デジタルスコアボードでは、以下に示す（コスト、スケジュール、経済的利益、 質的利益)に関する評価指標が
表示される。

パラメータ 指標 基準（ベースライン対比）

プロジェクト支出 プロジェクト支出 ● 10%以上の超過見込み

● 10％以内の超過見込み

● 超過しない見込み

スケジュール リリース日 ● 3か月以上の遅延見込み

● 1〜3か月の遅延見込み

● 1カ月以内の遅延見込み

経済的利益 粗利益の実現への期待 ● 90％未満の達成率見込み

● 90-95%の達成率見込み

● 95％以上の達成率見込み

質的利益 非金銭的利益の実現への期待 ● 小規模または非常に低いレベルで実現される見込み

● ある程度高いレベルで実現される見込み

● 大きくまたは非常に高いレベルで実現される見込み

デジタルスコアボードにおける評価指標・評価基準

（出典）「デジタル化庁 デジタルスコアボードにおける評価指標」
（https://digst.dk/styring/projektstyring/risikovurdering-og-raadgivningsproces/proces-for-statusrapportering/）
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https://digst.dk/styring/projektstyring/risikovurdering-og-raadgivningsproces/proces-for-statusrapportering/


（参考） ライブ運用ステータス
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2017年10月から、公共部門のデジタルサービスの運用状況を「ライブ」で見ることができるライブ運用ステータス
を開始。NemLogin、NemID、borger.dk; NemHandel。 NemKonto、Digital Postが対象。

（出典）「公共部門デジタルサービス運用状況」（https://digst.dk/tal-og-statistik/）

【図表・デ10】公共部門のデジタルサービスのライブ運用ステータス

https://digst.dk/tal-og-statistik/


経済産業省

商務情報政策局 総務課情報プロジェクト室 御中

令和2年3月31日

株式会社エヌ・ティ・ティ・データ経営研究所

韓国

令和元年度経済産業省デジタルプラットフォーム構築事業

（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）

報告書



(1)デジタルガバメントに関する法制度・行政内ルール・規制の在り方
①デジタルガバメントに関連する法制度の概要 ＜韓国＞

1

最近の動向

2000年 2005年 2010年 2015年 2019年

インテリジェント・ガ
バメント・ロードマッ
プ（2019年）

最新の電子政府基本計画が2020年で最終年となるなか、中長期のロードマップが昨年公表されている。次期の
電子政府基本計画にどのように反映されるのか注目が必要である。

電子政府法
（2001年～

データ公開法（2013年）

電子政府法施行
令の部分的な改
正（2019年）

行政における情報管理ガバナンスに関する法律（2010）

電子政府基本計画
2020（2016年）

電子政府基本計画
2015（2011年）

電子政府基本計画
（2006年）

電子政府基本計画
（2006年）

デジタル戦略

デジタルガバメントに
関する基本戦略・イ
ニシアチブ、基本法

関連する法制度

組織体制の変革
国家情報化戦略委員会が発足（2009年）

e-Korea戦略
（2000年）
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(1)デジタルガバメントに関する法制度・行政内ルール・規制の在り方
①デジタルガバメントに関連する法制度の概要 ＜韓国＞

文在寅政権が策定した成長戦略では、IoT、AI、ドローンの活用に関して2022年までの戦略目標が設定され
ている。
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i-KOREA4.0

成立・
公布時期

所管組織

法令・
制度名称

• 「革新成長のための
人間中心の第4次
産業革命対応計画
」
（政策ブランド「i-
KOREA4.0」）

• 2017年11月

• 第4次産業革命委員
会（大統領直属）

 課題別に2022年までの目標が設定されている。

 2022年までの文在寅政権の成長戦略の具体的青写真となる同計画では
「 I KOREA 4.0 」の政策ブランドで戦略課題を進める。

• 同時に、政府は第4次産業革命を推進するための新産業規制サンドボックス
制度導入の詳細計画もまとめた。規制サンドボックスとは、期間や参加人数
を限定する形で新サービスを試験サービスや臨時許可等の形で試すことがで
きる制度。規制サンドボックスはまず、ICT融合及びFinTech分野で優先的
に導入する。そのための法的根拠として、情報通信融合法一部改正、金融
革新支援特別法制定、地域特区規制特例法制定が進められる。

• ドローン市場は20倍成長、一般住宅へのスマートメーター普及率100％、
FinTech市場は2倍に拡大、スマート農場・養殖場拡大による生産性向上
、AI活用犯罪分析で検挙率を90％に向上など、12の産業・サービス分野
における目標が掲げられた。

• 「i-Korea4.0」は、知能(Intelligence)，革新(Innovation)，統合・
調整(Inclusiveness)，コミュニケーション(Interaction)を通じて人間中
心の第4次産業革命を推進するという意味，としている。

(出典）「 I KOREA 4.0 」（ https://www.msit.go.kr/web/msipContents/contents.do?mId=OTg5 ）

https://www.msit.go.kr/web/msipContents/contents.do?mId=OTg5


(1)デジタルガバメントに関する法制度・行政内ルール・規制の在り方
①デジタルガバメントに関連する法制度の概要 ＜韓国＞

行政安全部(MOIS) は中長期的ロードマップである「Intelligent Government Roadmap」を発表
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インテリジェント・ガバメント・ロードマップ

① AIを使用した公共サービスのイノベーション
② スマートな公共管理の達成
③ 持続可能なデジタル安全社会の先駆者となること
④ 政府規模の共通アプリケーションプラットフォームの推進

• 戦略目標を達成するために、行政安全部（Ministry of Interior and 
Safety：MOIS）は中央政府機関、地方政府、公的機関、民間のエキス
パート、産業の参加する官民カウンシルを設置・運営。

成立・
公布時期

所管組織

法令・
制度名称

• インテリジェント・ガバ
メント・ロードマップ

• 2019年6月

• 行政安全部
(MOIS) 

 4つの戦略目標を掲げている。

 官民協力体制を敷いている。

(出典）「MOISプレスリリース」
(https://www.mois.go.kr/frt/bbs/type010/commonSelectBoardArticle.do?bbsId=BBSMSTR_000000000008&nttId=71391）

https://www.mois.go.kr/frt/bbs/type010/commonSelectBoardArticle.do?bbsId=BBSMSTR_000000000008&nttId=71391


記号 戦略 主な指針

E
デジタル体験の拡張
Enhance Digital Ecperiences
• 政府サービスのリ・デザイン

① 「オールデジタル、ゼロストップ」の政府サー
ビス

② データ活用、オンデマンドの公共サービス
③ DIY型公共サービス

N

知識政府の新構築
New-Building Intelligent Gov.
• 認知と予測ベースの知識行政の実現

① 知識ベースの行政への変革
② 時間や空間に縛られないO2O公共行政

の実現
③ データ・セントリック・ガバメントに向けた財団

の設立

J

e-GOVエコシステムへの参加
Joining e- Gov. Ecosystem
• 官民による新たなE-Govエコシステムの共
創

① 公共セクター主導による新デジタル産業の
発展

② ソーシャル連携に基づくシェアリングエコノ
ミー促進支援

③ 将来のデジタル創造人材の育成

O

信用ベースインフラの組成
Organizing Trust-Based 
Infrastructure
• 信用ベースと未来志向のインフラへの拡大

① ハイパーコネクト電子政府基盤の構築
② セキュリティインフラ整備
③ クラウドベースの次世代行政情報インフラ

の整備

Y
いいね！韓国e-Gov.
Yes! Korea e-Gov.
• グローバルのe-Govのルール形成を牽引す
る

① 韓国に有利なエコシステム創造に向けたグ
ローバル市場の牽引

② グローバルe-Govの先駆者
③ eGov輸出における地位確立

(1)デジタルガバメントに関する法制度・行政内ルール・規制の在り方
①デジタルガバメントに関連する法制度の概要 ＜韓国＞

2016年に策定した「電子政府2020基本計画」では、2020年までに達成する目標として、「オールデジタル・ゼ
ロストップの行政サービス」「オンデマンド行政サービス」「DIY公共サービス」などを含む５つの戦略を発表した。
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電子政府2020基本計画 （Korea e-Government Master Plan 2020）

成立・
公布時期

所管組織

法令・
制度名称

• 電子政府2020基
本計画

• 2016年5月

• 行政安全部
(MOIS) 

※政府は電子政府に関するマス
タープランを5年ごとに策定する。

 ENJOYの５文字を頭文字にした５つの戦略

(出典）「Korea e-Government Master Plan」
(https://www.kdevelopedia.org/Resources/gov
ernment-law/koree-government-master-
pl2020--
04201706080147946.do#.XqeINnduJdo）

https://www.kdevelopedia.org/Resources/government-law/koree-government-master-pl2020--04201706080147946.do#.XqeINnduJdo


(1)デジタルガバメントに関する法制度・行政内ルール・規制の在り方
①デジタルガバメントに関連する法制度の概要 ＜韓国＞

行政安全部(MOIS) は電子政府法施行令の部分的な改正を発表。行政組織間での情報シェアや民間活
用を進める一方で、個人情報を中央政府が取り扱うことが出来る法的根拠を定めた。

5

電子政府法施行令の部分的な改正

成立・
公布時期

所管組織

法令・
制度名称

• 電子政府法施行令
の部分的な改正

• 2019年6月

• 行政安全部
(MOIS) 

 電子政府ポータルの推進

• 政府機関の長は、国民がスマートフォン等のメディアを利用して容易にアクセ
スできるよう、ポータルのモバイル化を推進しなければならない。

 民間サービス推奨の促進

• オープンコンテスト等を通じて民間により提案されたサービスは、フィージビリティ
スタディーでの追加点を得る可能性がある。

 行政情報シェアの範囲拡大

• 政府機関または地方政府と契約した組織は、電子政府システムを通じた共
有行政情報へのアクセス権を持つこととなる。

 MOIS長官による個人情報取扱いの法的根拠

• 政府ディレクトリシステムの管理にあたって必要である場合、MOIS長官は、
例えば住民登録番号のような個人情報を含む機密事項を取り扱うことがで
きる。

(出典）「Korea e-Government Master Plan」
(https://www.kdevelopedia.org/Resources/government-law/koree-government-master-pl2020--04201706080147946.do#.XqeINnduJdo）

https://www.kdevelopedia.org/Resources/government-law/koree-government-master-pl2020--04201706080147946.do#.XqeINnduJdo


(1)デジタルガバメントに関する法制度・行政内ルール・規制の在り方
①デジタルガバメントに関連する法制度の概要 ＜韓国＞
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分類 法制度 発行日 概要

データ活用、オープン
ガバメントに関するも
の

情報公開法 1996 政府の行政情報を一般に広めるシステムを確立するため
に導入された。また、電子政府システムを通じて行政情報
を開示するための基準と手順を定めている。

公開データの提供と利用の促
進に関する法律（データ公開
法）

2013 公的機関が保持及び管理するデータの提供と利用を促
進するための事項を規定。本法の下で、国民は以下を通
じて公開データを要求できる。
http://www.data.go.kr/.

行政手続の電子化、
オンライン化に関する

もの

電子政府法 2001 行政事務の電子処理に関する基本原則、手順、促進の
方法、及びその他の関連事項を定め、政府機関の生産
性と透明性を高めるものである。

電子政府実現のための行政
事務のデジタル化促進に関す
る法律

2001 世界最高の電子政府を目指すという同国の全体的な目
標を達成するために、「国民参加を促すための統合ポータ
ルと統合コミュニケーションセンター」を開発する」ことを計画
することを規定。電子政府は、情報格差とデジタル障害を
軽減するために、国民に普遍的なサービスを提供すること
となっている。

eID、公的認証に関
するもの

電子署名法（Digital 
Signature Act）

1999 韓国の電子開発の安全性と信頼性を確保するための電
子署名の利用に関する基本原則を規定している。本法に
より、1999年に韓国認証センター（Korea 
Certification Authority Central）が設立され、電子
公開鍵証明書が印鑑と同じ法的効力を持つこととなった。

その他 関連法制度

公共データの活用、電子行政の推進、電子署名に関する法制度は以下のとおり。



(1)デジタルガバメントに関する法制度・行政内ルール・規制の在り方
②行政におけるＡＩ 利活用と倫理に関する整理の動向 ⅰ.AI利活用＜韓国＞

7

韓国政府のAIへの投資に関する戦略は以下のとおり。最新のAI国家戦略では、2030年までに最大455兆ウ
ォン（約43兆円）の経済効果を創出することなどを目標に掲げている。

政府のAI開発戦略

文書名 発行年 概要

知的情報社会戦略プラ
ン (2016)

2016年1月 • 政府が今後5年間でAIの研究に1兆ウォン（863百万米ドル）を投資する計
画

• 10の政府機関と民間の専門家で構成される会議の議論等を基に策定。
• ライフスタイルと生活環境だけでなく、経済の成長、すべての人への機会の提供、
改善を含む成功のコアファクターの概要を示すとともに、「人間中心の知的情報
社会の実現」である「国家ビジョン」も提示。

AI研究開発計画 2018年5月 • AIの研究開発能力を強化するために2022年までに2.2兆ウォン（20億ドル）
を投資し、2022年までに世界のトップ4に到達することを目標と定めている。

• また、6つの新しいAI研究機関を設立する計画も盛り込んでおり、2022年まで
に350人の主要な研究者を含む1,370人のAI人材を育成し、4,500の国内
AI奨学金を授与する予定。

人工知能技術と産業の
発展促進に関する法律

2019年9月 • 中央政府と地方政府にAI技術の開発と関連産業の促進に必要な政策措置を
考案するよう義務付けることを定めている。また、AI技術の開発と産業促進のた
めの基本計画と実施計画を確立することを科学技術情報通信部大臣に義務
付けることも定めている。

AI国家戦略 2019年12月 • AIを活用し、2030年までに最大455兆ウォン（約43兆円）の経済効果を創
出し、OECD加盟国中30位程度の生活の質を10位まで引き上げることを目標
にしている。

• 「世界をリードするAIエコシステムの構築」や「AIを最もうまく活用する国」、「人中
心のAIの実現」の3分野で9の戦略と100の実行課題を用意して推進する。



(1)デジタルガバメントに関する法制度・行政内ルール・規制の在り方
②行政におけるＡＩ 利活用と倫理に関する整理の動向 ⅰ.AI利活用＜韓国＞

8

行政におけるＡＩ利活用に関する規定

行政におけるAI利活用に関する行政文書や発表は特にない。

特になし



(1)デジタルガバメントに関する法制度・行政内ルール・規制の在り方
②行政におけるＡＩ 利活用と倫理に関する整理の動向 ⅱ.AIと倫理に関する議論＜韓国＞

9

AIと倫理に関して、政府が主体的に関わっている議論は見当たらない。

AIと倫理に関するルール 保持すべき倫理的価値の整理

特になし



(1)デジタルガバメントに関する法制度・行政内ルール・規制の在り方
③デジタル時代における法策定プロセス改革の動向 ＜韓国＞

韓国では、法務省が国家法令情報センター（NLIC）のオープンAPIを通じて他の行政機関と連携した利便
性の高いサービスを提供している。一方、法策定プロセス自体に特に変更はない。

10

デジタル時代における法策定プロセス改革の動向

• 法策定のルール、プロセス自体の変更はない。
• 電子政府事業推進の基盤作りとして法律発令及び改定はある。

デジタル化時
代に対応した
法策定ルー
ルの有無・概

要

（備考）

 （特になし）

• 2010年に韓国政府は、法令情報サービスを、国家法令情報センター（National Law Information 
Center、NLIC)に統合した。NLICでは、現在の法令、法規の履歴、行政規則、地方規則、判例といっ
た全ての法令情報についての検索システムを提供している。

• 法務省（Ministry of Government Legislation、MOLEG）では、体系化された法令情報と内容
を、NLICのオープンAPIを通じて他の行政機関と共有し、市民の利便性を図ったサービス提供を促
進している。NLICでは、関連法へのリンクサービスも提供している。法律、施行令、施行規則と同様に、
関連する条約、先例、法定解釈も相互にリンクされており、リンクを通じたリアルタイムの提供がおこなわれ
ている。

 法務省が国家法令情報センター（NLIC）のオープンAPIを通じて他の行政機関と連携した利便性の高
いサービスを提供している。



（2）デジタルガバメントに関するシステムアーキテクチャーの在り方
①デジタルガバメントに関するシステムアーキテクチャーの概要 ＜韓国＞

韓国政府は、2008年頃から公共部門ITプロジェクト向けの標準化フレームワーク「eGovFrame」を開発。政
府全体のデジタルシステムはこの標準フレームワークを利活用して開発しなければならない。現在では、モンゴル、

メキシコ、ヨルダンなど11か国にも同フレームワークを提供している。

11

アーキテクチャーの基本構造

 異なるシステム間であっても、共通機能のソフトウェア部分をコンポーネント化して、組み合わせることで、ソフトウェアやアプリケ
ーションの標準化を実現する

（出典）「Introduction of The eGovernment Standard Framework」（https://www.egovframe.go.kr/uss/eng/EgovIntro.do）

【図表・韓01】標準化フレームワーク「eGovFrame」

https://www.egovframe.go.kr/uss/eng/EgovIntro.do


（2）デジタルガバメントに関するシステムアーキテクチャーの在り方
①デジタルガバメントに関するシステムアーキテクチャーの概要 ＜韓国＞

韓国政府は、フレームワークの標準化によりベンダー依存の開発フレームへの依存を排除するとともに、EA登録
の義務化により、重複開発を抑制し、機能・データ連携を促進している。

12

アーキテクチャー策定の考え方、策定主体、民間の関与等

アーキテク
チャー策定の
背景・考え方

• 韓国は政府全体でEnterprise Architectureを
構築・運営しており、すべての国家情報システムの
EA登録が義務付けられている。 これを基に、同じ
プロセスや機能の重複構築を防ぎ、各々の機能と
データの連携及び共同活用を推進している。行政
安全部(Ministry of the Interior and 
Safety)はデジタルガバナンスの総括機関としてEA
を利活用し、政府内の調整役を担っている。

• 政府全体EAポータルサイト
(https://www.geap.go.kr)を運営しており、
DBを含め基本概要の閲覧が可能。

 フレームワークの標準化により、ベンダー独自の開発フレームへの依存を排除

• eGovernment Frameworkの標準化により、ベンダー独自の開発フレームワークへの技術的依存を排除
し、標準化を促進し、アプリケーションSWの品質と再利用性を向上させ、開発フレームワークメンテナンスの統
合により投資効率を向上させることを企図している。

 EA登録の義務化により、重複開発を抑止し、機能・データ連携を促進

【図表・韓02】政府全体EAポータルサイト



（2）デジタルガバメントに関するシステムアーキテクチャーの在り方
①デジタルガバメントに関するシステムアーキテクチャーの概要 ＜韓国＞

標準化に加え、eGovFrameのオープンアセットの一般利用を認め、開放性を高めるとともに、定常的なトレーニ
ングを通じてeGovFrameを活用するコミュニティの活性化を図っている。
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アーキテクチャー策定の考え方、策定主体、民間の関与等

アーキテク
チャー策定の
背景・考え方

 eGovFrameのオープンアセットの一般利用を認め、開放性を高めるとともに、定常的なトレーニングを通
じてeGovFrameを活用するコミュニティの活性化を図っている。

eGovFrameの戦略とメリット

標準化

開放性

コミュニティ

• e-Governmentのためのソフトウ
ェアフレームワーク標準を策定

• 信頼できるテクノロジー・インフラ
ストラクチャ―を提供

• 幅広い参加を促すために、
eGovFrameのオープンアセットの
一般利用を認める。

• 定常的なトレーニングを通じて
eGovFrameを普及させる

• eGovFrameを活性化させるため
の政策をつくる

G2G

G2C

G2B

• eGovframeを利用することで、コアコ
ンピテンシー、技術的能力、生産性
を向上させることができる。 中小企業
等に入札の機会を平等に提供する。

• eGovframeに基づいてアプリケーショ
ンを構築することにより、機関間の情
報共有と相互リンクに必要な相互運
用性を保証する

• さまざまな電子政府に標準化された画
面とインターフェイスを提供する。 電子
政府システム間の相互リンクの簡単な
実装しワンストップサービスを実現する

戦略 利用するメリット

（出典）「Architecture of The eGovernment Standard Framework」
（https://www.egovframe.go.kr/uss/eng/EgovCommon.do）

https://www.egovframe.go.kr/uss/eng/EgovCommon.do


（2）デジタルガバメントに関するシステムアーキテクチャーの在り方
①デジタルガバメントに関するシステムアーキテクチャーの概要 ＜韓国＞

民間のデジタル分野の専門家を公務員として登用。また、eGovFrameは、民間企業を巻き込んで開発してき
た。官民共同のGovFrameセンターを設立するなど、その後の維持・改善においても官民で連携をしている。
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アーキテクチャー策定の考え方、策定主体、民間の関与等

• 大手や中小の企業とともに開発を進め、ナ
レッジをシェア。OSSを利用し、オープンな
開発を推進。

• 民間からも広く意見を募り、カンファレンスを
毎年開催。

• オープンコミュニティを立ち上げるとともに、官
民共同のeGovFrameセンターを設立。

• デジタル分野の専門家を（プロジェクト全担）公務員として持続的に登用しており、並行して公務員の
力量形成を促し、政府内のマンパワーで主導的にシステムアーキテクチャーを設計し構築できる仕組みが
整っている。民間事業者は、設計段階で諮問及び検討を通しての意見提供し、構築段階では調達契
約を通じて事業遂行者として事業に参加した。

民間の
関与・
手法

策定主体

 2008年頃から、官民連携のオープンイノベーション型で eGovFrameを開発。

 民間のデジタル分野の専門家を公務員として登用

• 行政安全部(Ministry of the Interior and Safety)
• デジタルガバナンスの総括機関としてEAを利活用し、政府内の調整役を担っている。

【図表・韓03】eGovFrameのオープンイノベーション



（2）デジタルガバメントに関するシステムアーキテクチャーの在り方
②アーキテクチャー上「共通機能」と位置づけられる機能に関する事柄 ＜韓国＞

15

240の共通コンポーネントが定義、開発されている。繰り返し何度も使われる共通コンポーネントを先に提供する
ことによって重複開発を防ぎ、開発の生産性及び費用対効果を高めることが狙い。

（出典）「Introduction of The eGovernment Standard Framework」（https://www.egovframe.go.kr/uss/eng/EgovIntro.do）

共通機能、API機能群

コンポーネントの種類 コンポーネントに含まれる要素

一般的な技術サービス
（136）

ユーザーディレクトリ/認証（3）
一般的なログイン、認証トークンを使用したログイン、ログイン
ポリシーなど

セキュリティ（8） 認証、許可管理、暗号化/復号化などを含むサービス

統計/レポート（6） 投稿、アクセス、レポートなどの統計を含むサービス

コラボレーション（28） .掲示板、コミュニティ、ディレクトリなどを含むサービス

ユーザーサポート（55）
ユーザー管理、問い合わせ管理、アンケート管理、FAQ、Q
＆Aなどのサービス

システム管理（27）
一般的なコード管理、メニュー/ログ管理、機関コード、バッチ
管理などを含むサービス

システム/サービス統合（4） 機関/インターフェース管理などを含むサービス

デジタル資産管理（5） 知識、知識マップ、知識評価などを含むサービス

基礎技術サービス（共通ユーティリティ）（104）
カレンダー、形式/計算/変換、形式/計算/変換の有効性
チェックなどのサービス。

https://www.egovframe.go.kr/uss/eng/EgovIntro.do


（2）デジタルガバメントに関するシステムアーキテクチャーの在り方
②アーキテクチャー上「共通機能」と位置づけられる機能に関する事柄 ＜韓国＞

eGovのWebサイトによれば、標準フレームワークを2017年3月に発行して以降、57万以上のダウンロードを記
録しているとのこと。
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アーキテクチャー上「共通機能」と位置づけられる機能に関する事柄

共通機能の

利用状況

• 標準フレームワークを2017年3月に発行して以降、57万以上のダウンロードを記録している

区分 ’20年
’19年まで

(累積)

総累積

(‘09.06.01.~報告日)

実行環境ダウンロード 2,339 127,599 129,938

開発環境ダウンロード 9,883 439,476 449,359

共通コンポーネント
ダウンロード

4,048 191,206 195,254

フレームワークダウンロード

(実行+開発+共通コンポーネント)
16,270 758,281 774,551

モバイル標準フレームワーク 0 9,929 9,929

モバイル共通コンポーネント 81 12,654 12,735

モバイル標準フレームワーク

(実行+共通コンポーネント)
81 22,583 22,664

ダウンロード合計 16,351 780,864 797,215

オンライン支援Q/A
(ポータル内問い合わせ)

218 12,855 13,073

2020年3月20日午後2時基準ダウンロード数

• 韓国ではトランザクション数、ユーザー数、アクセス数の統計はとっていない。
• 測定しているデータは、①ダウンロード数、②適用数（公共部門事業のみ）、③民間部門におけるSW互
換確認作業数、の3つのみ



（2）デジタルガバメントに関するシステムアーキテクチャーの在り方
②アーキテクチャー上「共通機能」と位置づけられる機能に関する事柄 ＜韓国＞

トレーニングブックの公開やオープンソースコミュニティの設立・運営等により、フレームワークの利用促進をしている
ほか、予算当局が、デジタルガバメントのパフォーマンス管理に関与することで利用促進の実効性を高めている。
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• 開発支援のためのツールやコンテンツを整備
• 開発環境・導入ツールを提供
（テストツール、デプロイツール、モバイルデバイスAPI、
コンフィグ管理ツールなど）

• トレーニングブックを作成・発行（Webで公開）

• コンポーネントやソースコードをWebで公開
• コンポ―ネットは、eGoveFrameのWebサイト

（https://www.egovframe.go.kr）からダウンロードできる
• オープンソースコミュニティを運営

（技術セミナーの案内、ノウハウ共有掲示板、Q&A など）

（出典）「eGovFrame」（https://open.egovframe.org/cop/bbs/selectBoardListTotal.do）
（出典）「eGovFrame Training Book」（https://www.scribd.com/document/329962435/01-EGovFrame-Training-Book-I-En）

• 官民共同のeGovFrameセンターでメンテナンス・改善に向
けた取り組みを行う。

• 予算当局が、デジタルガバメントのパフォーマンス管理に関与
• 予算当局（企画財政部）やデジタルガバナンス総括機関（行政安
全部）が指揮を執り、予算編成及び事業計画の審議段階において
共通機能の活用程度に対する基本的な検討を行い、各機関に勧告
することになっている。この勧告に従わない（受け入れない）場合は、
予算削減や監査などの措置が取られる。

APIガイド・
ツールキット

オープン
ソース化

民間企業
の需要喚起

その他
独自施策

利用促進のための取り組み

【図表・韓04】トレーニングブック表紙

【図表・韓05】OSコミュニティWebサイト

【図表・韓06】eGovFrameセンターのWebサイト

https://www.egovframe.go.kr/
https://open.egovframe.org/cop/bbs/selectBoardListTotal.do
https://www.scribd.com/document/329962435/01-EGovFrame-Training-Book-I-En


（2）デジタルガバメントに関するシステムアーキテクチャーの在り方
③ユーザー認証について ⅰ.ユーザ認証の種類 ＜韓国＞

住民登録番号（RPN）とPKI公認証書の組み合わせによる認証が広く普及。国家情報保安機関からI-pin
やOTPの利用など保安強化に関する勧告指示があった場合に、2次認証として公共i-pin、OTPを利用。

行政サービス類型 認証方法 該当する行政サービスの例

一般的な
オンライン行政サービス

• 住民登録番号（RPN)＋PKI公認証書
※韓国では、印鑑の代わりに電子証明書による個人
認証が普及している。
電子証明書ファイルはUSBキーなど様々なメディアに
格納でき、パソコンに指すだけで使える。

住所移転の手続、電子申請サービス 、
各種公共料金の収納等

国家情報保安機
関からI-pinや
OTPの利用など保
安強化に関する
勧告指示があった
場合に、2次認証
として補完

• 公共i-pin +パスワード
公共i-pin:インターネット仮想住民登録番号
※本人認証機関を通じて、i-pinＩＤを事前登録す
ると、対応するサービスのログイン時に、民間企業3社
が運用するi-pinサービスのいずれかを選択できる。の
なお、2018年10月31日以降、新規のI-pin発行
を停止している。

国家の重要基盤システムが主にその対
象。特に行政業務システム。
税務、資格、不動産などのデータベース
レベルではなく、システム全体の運用を考
慮し基盤システム毎の個別対応となる。
（KLID担当者ヒアリング回答より）

• ワンタイムパスワード

キオスク端末を利用 • 13ケタの住民登録番号＋指紋認証
住所移転の手続、電子申請サービス 、
各種公共料金の収納等

個人が自己の情報を申告す
る手続
（虚偽申告のおそれがな
い）

• 通信事業者によるスマートフォン端末の認証
韓国の携帯電話サービスは本人による実名登録が
原則で、携帯電話番号と住民登録番号が事実上1
対1にひも付いていることから、スマートフォンよる簡易
な本人確認が可能になった。

年金の想定額を照会できるアプリ、個人
の物品・サービス購入に関する所得控除
の申告など

18



（2）デジタルガバメントに関するシステムアーキテクチャーの在り方
③ユーザー認証について ⅰ.ユーザ認証の種類 ＜韓国＞

19

ユーザー ID入力

認証手段選択

指紋 顔面 PIN パターン

公認認証書 SMS パスワード
デジタルワンパス

ログイン

Aサービスサイト利用

Bサービスサイト利用

Cサービスサイト利用

デジタルワンパスサイト
（https://www.onepass.go.kr/）

にアクセス

政府は、国民が電子政府サービス利用の際、利用サイト毎にIDを覚える、認証をとる、という手間を省くために、
様々な認証手段から選択してログインし、異なるサイトのサービスを利用できる「デジタルワンパス」サイトを提供。

デジタルワンパスの仕組み

様々な認証手段
から選択

様々なサイトの
サービスへアクセス

【図表・韓07】デジタルワンパスの仕組み

https://www.onepass.go.kr/


（2）デジタルガバメントに関するシステムアーキテクチャーの在り方
③ユーザー認証について ⅰ.ユーザ認証の種類 ＜韓国＞

20

近年は関連法令の改定及び新しい認証制度の導入について政府内で検討されており、PKI公認認証書制
度に変わる新しい認証方法が導入される見込み。（2020年3月5日 国会常任委員会通過）

（参考）公認認証書制度の改正に向けた動向

〈改正案主要内容〉
・（電子署名手段間競争活性化）
公認認証書制度を廃止してすべての電子署名に同等な法的効力を付与
・（電子署名利用者保護）
電子署名の信頼性改善・向上及び利用者の選択に必要な情報提供を目的に電子署名認証業
務の運営基準順守事実の認証制導入
・（経過措置）
国民の選択に合わせて既存の公認認証書を続けて使用可能とする経過措置つくり

科学技術情報通信部は、政府が公認認証機関を指定して管理する公認認証書制度を廃止して、電子市場における技術とサービ
ス競争を促し、国民に多様かつ便利な電子署名手段を提供する目的のもと「電子署名法」全部改定を推進している。

２）新認証制度について

科学技術情報通信部は、「電子署名法」全部改定のため、4次産業革命委員会ハッカソン実施、

国民向け公聴会開催などを推進してきた。また、「電子署名法」全部改定案は既存の公認認証書

の他、生体、ブロックチェーンなどの様々な先進技術も電子署名として認定している。

１）関連法制の改定



 認証方法の選択に関して、ガイドライン・ポリシーは存在しない

（2）デジタルガバメントに関するシステムアーキテクチャーの在り方
③ユーザー認証について ⅱ 認証方式の選択のためのリスク分析手法＜韓国＞
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認証方式の選択のためのリスク分析手法、リスク分析結果の共有

• 原則PKIを基本としていて、他認証手段と組み合わせて利用するケースとしては、国家情報保安
機関からI-pinやOTPの利用など保安強化に関する勧告指示があった場合に、2次認証を適用

リスク分析
手法

リスク分析結果
の共有

認証方法の選択に関して、ガイドライン・ポリシーは存在しない。国家情報保安機関からI-pinやOTPの利用
など保安強化に関する勧告指示があった場合に、2次認証を適用。

 政府全体のリスク分析結果はEAを通して管理・共有している。



（2）デジタルガバメントに関するシステムアーキテクチャーの在り方
③ユーザー認証について ⅲ 同意・承諾等の真正性を確保するための要件＜韓国＞

行政安全部へのヒアリングによると、PKIにしろ、i-pin/OTPにしろ、申請→承認→発行→管理といったプロセス
及び同意・承諾の証跡管理が行われているとのこと。PKIについては、金融機関や政府のガイドラインに従う。

22

同意・承諾等の真正性を確保するための要件

• 一般的に韓国国民は金融機関が発
行する公認認証書を利活用して政
府サービスを利用

同意・承諾等の真正性の確保方法

PKI
公認認証書

対象サービス

• 公認認証書を発行する金融機関は、自社ガイドライン及
び韓国政府の情報保安ガイドラインに沿って運営している
。つまり、公認認証書発行金融機関はそれぞれの情報
保安政策に従ってシステム別保存データを管理・運営し
ている

• ただし、金融決済院(www.kftc.or.kr)もしくは金融保
安院(http://www.fsec.or.kr/fsec/index.do)など
の金融監督機関と協力し合って運営しているため、大概
似たような政策を用いて運営している。

i-pin/OTP

• ・申請→承認→発行→管理といったプロセス及び同意
・承諾の証跡管理はPKIと同様に行われている（行政
安全部ヒアリングより）

• 国家情報保安機関からI-pinや
OTPの利用など保安強化に関する
勧告指示があった場合に、2次認証
として補完

http://www.kftc.or.kr/
http://www.fsec.or.kr/fsec/index.do


（3）基本データ（Ｂａｓｅｒｅｇｉｓｔｒｙ）に関する事項
①基本データの概念の有無 ＜韓国＞

23

加工・分析データ

業務処理データ

国の基準データ

行政機関等が作成または取得して電子的に処理、また
は管理しているデータの中から、国民便益と行政の効率
化のために汎国家的共同活用が必要であり、高度の整
合性が維持されるべき国の行政の基準となるデータ（行
政データ構造最上位のデータ）

概念の
有無と
由来

基本データの概念の有無

（出典）「Geap Go Kr」（https://www.geap.go.kr/real/uat/uia/sub/sub201.do;jsessionid=yH4KQqqIW0iDCG-kS9HUV8Nv.iroseap02）

• 韓国政府は、政府が保有するデータを、「国の基準
データ」「業務処理データ」「加工・分析データ」の３
つ分けて考えており、そのうち、最上位の「国の基準
データ」が、基本データ（Base Registry）に該当
すると考えられる。

 電子政府構築の核心基盤として、Base Registryを整備してきた。

• 所管業務別に、情報のデジタル化及び電子的管理について規定している。
法的根拠

• 韓国は国家核心政策の一環として電子政府の構築を進めてきており、もっとも優先順位の高い核心基盤と
なるものがBase Registryであるという認識のもと、Base Registryの整備を進めてきた。現在は全ての
Base Registryが実質デジタル化され管理されている。

• 特に、2001年の電子政府11の課題と2004年の電子政府ロードマップ31の課題を高度化推進する過程
において、住民情報、企業情報、不動産情報、自動車管理などのデータは、 核心データ（最も優先度が
高い不可欠なデータ）と位置付けられた。

韓国は国家核心政策の一環として電子政府の構築を進めてきており、もっとも優先順位の高い核心基盤となる
ものがBase Registryであるという認識のもと、Base Registryの整備を進めてきた。

【図表・韓09】韓国の行政データ構造

https://www.geap.go.kr/real/uat/uia/sub/sub201.do;jsessionid=yH4KQqqIW0iDCG-kS9HUV8Nv.iroseap02


（参考）基準データの品質管理・管理効率向上の仕組み

24

行政安全部が、総括機関として、国の基準データの提供と品質の効率向上のための基準データシステムの構築
と維持管理の役割を実行している。

統括機関

組織間の役割・システム

管理機関 利用機関

属性・ステータス情報
（データ、品質・サービスの

現状）

管理標準・
ガイドライン

データ利用ニー
ズの提起

データ提供

データの申請

基準データの指定と提供サポート

基準データの収集、管理、提供 基準データの利用申請と業務活用

管理機関と協議・検討し、
種類・範囲を変更

基準データ
の品質管
理・管理効
率向上の仕
組み

基本データの概念の有無

• 管理機関は、国の基準データのオーナーシップを所有して利用機関提供の要求に対する提供の意思決定
の役割を遂行し、総括機関（行政安全部）は、国の基準データの提供と品質の効率向上のための基準
データシステムの構築と維持管理の役割を実行

【図表・韓10】韓国の基準データシステムの構築と維持管理の枠組み



（参考）行政情報共同利用センター（PISC）
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行政情報共同利用センター（PISC）の概要

 2006年に、「行政情報共同利用センター（PISC）」を国の組織として設立して情報連携インフラを整備。

（出典）「韓国におけるマイナンバー制度の利活用について」内閣府大臣補佐官 福田峰之
（http://activeictjapan.com/pdf/20160121/jimin_it-toku_document_20160121.pdf）

• 行政情報共同利用センターでは、行政情
報を求める側と提供する側を仲介する情
報連携ハブの役割を担う

• 省庁以外にも118自治体、電力のような
準公共機関、銀行、教育機関にまで拡大
した行政情報の共同利用化を推進

• 2001年制定の電子政府法において、各
行政機関が保有する行政情報は必要と
する他の行政機関と共同利用しなければ
ならないこと、また他の行政機関等から行
政情報を受け取ることができる場合には、
同様の情報を個別に収集してはならないこ
とを規定した（電子政府法第36条）

• 情報提供機関は要求された行政情報を
抽出し、行政情報共同利用センターの閲
覧サービス機能経由で提供（PISCはデー
タは保持しない）

行政情報を共有するための組織「行政情報共同利用センター（PISC）」を設立して、情報利用機関と情
報提供機関との間の情報の収集・分配・カスタマイズをサポートしている。

【図表・韓11】行政情報のデータ交換の仕組み

http://activeictjapan.com/pdf/20160121/jimin_it-toku_document_20160121.pdf


（3）基本データ（Ｂａｓｅｒｅｇｉｓｔｒｙ）に関する事項
①基本データの概念の有無 ＜韓国＞

Base Registryとして管理しているデータは、商品、資格免許、有害危険物、農・漁業経営体、住民、住所、
外国人、事業者、事業場、土地、建築物、施設、自動車、医薬品の14カテゴリーに分かれている。
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基本データの内容・含まれるデータの類型・種類

（出典）「Geap Go Kr」（https://www.geap.go.kr/real/uat/uia/sub/sub201.do）

カテゴリ 定義 含まれる情報の例

物品
（商品）

動産の中、現金、有価証券、その他大統領令で決まる 動産を
除いたもので国家及び自治体が保有または所有が予想される
商品

商品に関する基本情報（品別識別番号、商品分類番号、商品
名、商品説明、品目区分コードなど）、商品に関する添付イメージ
情報、商品WTOコード情報、商品定義に使われる商品属性計
測単位など

資格免許
職務遂行に必要な知識・技術・教養などの習得程度が一定の
基準とプロセスによって評価及び認定されたもので、法令により国
が新設して管理・運営する資格もしくは免許とその取得者

資格取得者情報、資格免許情報、行政処分情報、不正行為者
情報、資格種目情報など

（上記2カテゴリー以外の、12カテゴリーは次頁にて解説）

【図表・韓12】基本データのカテゴリー（14種類）

https://www.geap.go.kr/real/uat/uia/sub/sub201.do


（3）基本データ（Ｂａｓｅｒｅｇｉｓｔｒｙ）に関する事項
①基本データの概念の有無 ＜韓国＞
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「物品（商品）」、「資格免許」に加え、以下の12カテゴリーのBase Registryがある。

カテゴリ 定義

有害危険物

• 化学物質の中、取り扱い登録申請及び化学物質評価委員会の審議を経て人々の健康や環境に被害を与えると判定された有毒物質、許可物
資、制限物資もしくは禁止物質、事故対備物質、その他有害性があるまたはその恐れがあると判断され環境部で告示する有害化学物質

• 大統領令または行政安全部令によって、引火性もしくは発火性などの性質をもった化学物資に判定され、6つの類別（酸化性固体、可燃性固体、
自然発火性物質及び금수성物質、引火性液体、自己反応性物質、酸化性液体）に指定及び管理される危険物

農・漁業経営
体

• 農業を経営したりこれに従事する人及び協業的農業経営を通して生産性を高めて農産物の出荷・流通・加工・輸出及び農漁村観光事業などを
共に営む農業人、農業法人などを包括する農業経営体

• 漁業を経営したり漁業を経営する人のために水産次元を捕獲・採取したり養殖する仕事または塩田で海水を自然蒸発させ塩を生産する仕事に従
事する人及び協業的水産業経営を通して生産性を高めて水産物の出荷・流通・加工・輸出及び農漁村観光事業などを共に営む漁業人、漁業
法人などを包括する漁業経営体

住民
• 韓国籍を所持した人の中で、30日以上国内に居住する目的でその管轄区域の市長・郡守もしくは区庁長に住所または居住地を登録した居住者、
居住不明者及び在外国民

住所 • 道路名住所法に従って与えられた道路名、基礎番号、建物番号及び詳細住所（存在する場合に該当）によって表記される住所

外国人
• 韓国籍を持っていない人で、91日以上の在留を目的に地方出入国・外国人官庁長などに在留資格をあたえらて国内に入国して外国人登録を完
了した人

事業者
• 営利及び非営利目的に関係なく、事業上独立的に財貨もしくはサービスを供給する個人、法人（法人に見なされる団体含む）で、事業者登録を
完了したもの

事業所
• 1人以上労働者を雇用した事業者の事業活動が行われる場所で、4つの社会保険（国民年金、国民健康保険、雇用保険、傷害保険）に加入
して管理される事業場

土地
• 土地固有番号が与えられた台地を地籍公簿である土地台帳に登録して国家及び地方自治体によって登録、分割、統合、地目変更、縮尺変更
など行政的管理対象になる土地

建築物 • 土地に定着した工作物の中、屋根と柱もしくは壁があり、単体である機能を遂行できる独立性を兼ね備え、人が常時居住可能は建物

施設
• 建設工事を経て作られた構造物とその付随施設として、人々の利便と安全を確保するために特別な管理が必要で、管理主体が公共機関である構
造物とその付随施設

自動車
• 線路もしくは仮設された線を利用しないで原動機によって陸上で移動する目的で製作された用具またはこれに牽引され陸上を移動する目的で製作
された用具（乗用自動車、乗合自動車、貨物自動車、特殊自動車、二輪自動車を含む）

医薬品 • 食品医薬品安全処の安全性、有効性に対する審査及び評価を経て人体用医学品として製造・販売もしくは輸入許可・申告が完了した医学品



（3）基本データ（Ｂａｓｅｒｅｇｉｓｔｒｙ）に関する事項
①基本データの概念の有無 ＜韓国＞

政府が保有するデータセットをポータルに集約して公開するオープンデータの取り組みは進んでいる。
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（参考）「国家データマップ」

2013年、韓国政府は、効果的な公共データ共有を求めた「公共データ提供･活用法案」に基づき、オープンデータポータルを
設立した。オープンデータポータルは、公共機関により生成･取得されたオープンデータ提供のための統合サイトである。このポータ
ルでは、ファイル、オープンAPI、視覚化データなど各種形式のデータを提供する 。現在オープンデータポータルでは、ダウンロード
、あるいはオープンAPIの形で、およそ2万8千のデータセットが利用可能になっている 。

2019年4月、行政安全部は、オープンデータポータルを通じて提供される「国家データマップ」サービスを立ち上げた。このマ
ップには、700以上の政府部局の閲覧可能な情報が示されている。これは、イノベーション促進と経済成長を図るための公共デ
ータ共有･活用についての行政安全部の取り組みの一つである。

ユーザーはこのマップを利用することで、所望のデータを見つけることができ、データの視覚化や関連データ入手も可能になってい
る。データの現状を把握するためのダッシュボードも利用可能であり、対象には公共管理、運輸、社会福祉、文化・観光、気象
・環境などの16分野が含まれる。

【図表・韓13】国家データマップ



対象サービス・情報 アクセス方法 詳細説明 手数料等

• 住民情報、資格免
許情報、土地情報、
自動車情報、などの
申請・照会・発行

（個人識別証明、戸籍、
転入出、納税課税証明、
入出国証明、年金関連、
国民保険関連、予防接種
証明、兵役関連、罰金関
連、個人輸入通関固有番
号関連、自動車登録関連、
土地台帳・謄本・利用計画
関連など）

オンラインサービス「政
府２４」

• 会員登録は個人と法人に分かれ、公認認証書登録
が必要。非会員でも受けられるサービス一部ある

• 自宅交付、第3者提出、郵便（一般、登記）の受
領方法が選べる

多くのサービスが
無料

KIOSK
交付

• 官公署、銀行、地下鉄駅、コンビニ等に設置され、
証明書は専用紙に印刷される。端末での本人確
認は、国民番号の入力と指紋認証により行う。

• スマホアプリでは同サービスのうち、約300件のサービ
スを受けられ、電子出力及びQRコードを使って
KIOSK印刷が可能

ＫＩＯＳＫによ
る証明書の交付
手数料は約200
～1,000ウォン
（一部は無料）

窓口交付 • KIOSK、オンラインサービス対象外のサービスは窓
口で紙申請・発行

• 行政機関の窓口で申請書を紙で提出し、あとの
処理は電子的に処理。ただし、決裁は紙ベースで
処理。

窓口は、KIOSK
のほぼ倍の手数
料

（3）基本データ（Ｂａｓｅｒｅｇｉｓｔｒｙ）に関する事項
③基本データへの市民のアクセス方法に関する整理 ＜韓国＞

韓国では、個人識別証明書、戸籍、土地所有権証明書、学校記録、卒業証書、税務フォームなどの公式文
書に、市民がアクセスする方法が複数用意されている。窓口交付は、オンラインサービスよりも手数料が高く設定

されている。
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基本データへの市民のアクセス方法・費用

（出典）「平成29年度電子経済産業省構築事業調査報告書」（https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H29FY/000121.pdf）、およびヒアリングに基づき作成

https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H29FY/000121.pdf


（4）政府の調達手法に関する事項
①アジャイル型開発プロジェクトの調達方法 ＜韓国＞

韓国では、アジャイル型開発に特化した制度やプロセスを設けていない。なお、大手2017年ごろから、設計と実
装の「分割発注」の原則が推進され、大規模案件では、分割発注が行われている。
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アジャイル型開発プロジェクトの調達方法

アジャイル型
開発の
調達手法

• 韓国政府は、アジャイル型事業開発及び推進のための調達プロセスを別に運営していない。従い、電子政
府事業も政府の調達プロセスに則って進められるのが一般的。

• ただし、電子政府事業の入札に参加する民間企業は各事業別にもっとも効果的な開発方式を用いるため
、内容によってはアジャイル開発方式が使われていると思われる。

• ただ、長年にわたる事業を単一（一つに取りまとめた）契約として一度に進めるよりは、複数の単年・多段
階事業に分割して進め、各年度別に進捗プロセスから浮き彫りになる改善事項を次年度の事業に反映し
推進する方式が定着している。

【設計と実装の「分割発注」の原則】
韓国では、情報システム開発プロジェクトの発注時に設計と実装を分割して別々に発注する分割発注の
拡大を推進している。一定規模以上のプロジェクトについては、設計と実装を分割する分割発注制度を導
入するとともに、こうした改革を通じて、分野別の専門企業（ITコンサルティング企業）の育成等、IT産
業の振興が図られている。
分割発注方式には、①設計と実装事業を別個の事業として発注する「設計分割発注」と②分担を明確
化した上で共同契約により発注する「設計優先」方式が設けられている。また、分割発注モデル事業を実
施し、モデル事業を持続的に拡大するともに、明確な法的根拠を設けるなどの制度化が行われる予定で
ある。

（出典）「ITサービス政府調達に関する調査報告」（https://home.jeita.or.jp/page_file/20170703161633_vJ1uPE7c5s.pdf）

https://home.jeita.or.jp/page_file/20170703161633_vJ1uPE7c5s.pdf


（4）政府の調達手法に関する事項
①アジャイル型開発プロジェクトの調達方法 ＜韓国＞

韓国の「電子政府2020基本計画」では、行政サービスの開発にあたって、「分析～設計～実装～検証～配
備～運用」の6工程を推奨している。
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アジャイル型開発プロジェクトの調達方法

アジャイル型
開発の調達手法

分析
設計

実装
検証

配備
運用

• 要件分析

• 要件定義

• 構成要素の設計

• データ設計

• コーディング

• 単体検証
• ソースコード検査

• 検証

• 統合実行

• サーバーへ配備
• ソース管理

• 監視

開発環境 運用環境

実行環境

ユースケース定義 データ構造の設計

DBモデリング

コーディングと検証

共通コンポーネントの
ウィザード

ソースコード検査

テスト／レポート

統合実行及び配備 ソースコード
構成管理

システム監視

【図表・韓14】アジャイル型開発プロジェクトの調達方法



（4）政府の調達手法に関する事項
②プロジェクトの評価手法 ＜韓国＞

韓国政府は、アジャイル型事業開発及び推進のための調達プロセスを別に運営していない。
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プロジェクトの評価手法

プロジェクト
評価方法

ベンダー評価
方法

評価結果の
蓄積・活用

• 韓国政府は、アジャイル型事業開発及び推進のための調達プロセスを別に運営していない。

• 一般的な入札参加要件以外、パフォーマンス評価に関する情報管理は別にしていない。事業者選定基
準は各事業別にその特性を考慮して発注機関がその定義及び規定を定めることができる。

• 韓国政府は、アジャイル型事業開発及び推進のための調達プロセスを別に運営していない。ベンダーにつ
いては、一般的な入札参加要件以外、パフォーマンス評価に関する情報管理は別にしていない。



（様式２）

頁 図表番号
デ17 デ04
デ17 デ05
中08 中01
中26 中04
エ22 エ04

次世代人工知能発展計画の将来的な目標
営業許可証上のQRコード

NemIDカード
NemIDトークン

二次利用未承諾リスト

受注事業者名：（株）NTTデータ経営研究所

委託事業名：
令和元年度経済産業省デジタルプラットフォーム構築事業（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）

報告書の題名：
令和元年度経済産業省デジタルプラットフォーム構築事業（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

オンライン教育システム「e-Koolikott」の開発

タイトル



（様式２）


