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Abstract

政府など公的機関が保有するデータを二次利用可能な形式で公開するオープンデータの推進が世界
的な広がりを見せている。このオープンデータの端緒のひとつは、オバマ政権による取り組みとさ
れている。日本政府にあっても、アメリカの取り組みに呼応するように、オープンデータの取り組
みが2010年代に入って政府の重点的施策として推進されるに至っている。現在の安倍政権において
発表された情報通信戦略である「世界最先端 IT 国家創造宣言」でも、オープンデータの推進が重要
な施策のひとつとして位置付けられている。さらに、日本政府だけではなく、自治体レベルでもオ
ープンデータは広がりを見せている。本研究では、そのように広がりを見せているオープンデータ
について、推進の責任者と目されるCIOに着目する。オープンデータの推進にあって、政府などの組
織において任命が進んでいるCIOが果たすべき職務上の役割や課題、さらに、任命の動きがアメリカ
などでは広がっているCDOとの関係について、データガバナンスの確立という観点から検討する。
Keywords: 政府CIO、オープンデータ、政府CIO法、データガバナンス、CDO

１．はじめに
2015年2月21日に、インターナショナルオープ
ンデータデイと銘打たれ、世界各地で関連のイ
ベントが開催された。日本でも50以上の会場で
イベントが開催されている 1。このように、政府
などの公的機関が保有するデータを二次利用可
能な形式で公開するオープンデータの推進が世
界的な広がりを見せている。
このオープンデータの端緒のひとつは、オバ
マ政権による取り組みとされている。日本政府
においても、アメリカの取り組みに呼応するよ
うに、オープンデータの取り組みが2010年代に
入って政府の重点的施策として位置づけられる
に至っている。現在の安倍政権において発表さ
れた情報通信戦略である「世界最先端 IT 国家創
造宣言」でも、オープンデータの推進が重要な
施策のひとつとして位置付けられているのであ
る。日本全国の都市でインターナショナルオー
プンデータデイのイベントが開催されたことか
らもうかがえるように、日本政府だけではなく、
自治体レベルでもオープンデータは広がりを見
開催地の登録状況については、以下の OKFJ のサイ
トを参照した。最終アクセス 2015 年 2 月 27 日(以下
の URL についても同様)
http://okfn.jp/2014/12/08/1208odd2015/
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せているのである。
本研究では、そのように広がりを見せている
オープンデータについて、推進の責任者と目さ
れるCIOに着目する。オープンデータの推進にあ
って、政府などの組織において任命が進んでい
るCIOが果たすべき職務上の役割や課題、さらに、
任 命 の 動 き が ア メ リ カ な どでは広がっている
CDOとの関係について、データガバナンスの確
立という観点から検討する。
２．オープンデータの推進
アメリカ連邦政府における電子化の取り組み
は、クリントン政権期を端緒として、現在のオ
バマ政権に至るまで連綿と続けられてきた(本田
[2012])。そして、オープンデータの推進は政府
における電子化の取り組みの一環として位置づ
けられる(本田[2014a])。
クリントン政権期では、主に情報通信分野に
おけるインフラ整備に重点が置かれていた。そ
して、後のブッシュ政権では、連邦政府エンタ
ープライズアーキテクチャフレームワークの採
用に見られるような内部の業務改革に重心を移
すようになっている。ブッシュ政権期には、現
在でも有効な国防省における戦略文書となって
いる「Net-Centric Data Strategy」が同省のCIOに

よって発表されるなど、政府内でのデータの取
り扱いに関する方針が明確化された2。
2009年に誕生したオバマ政権は、政府の電子
化という方向性自体は引き継ぎながら、オープ
ンガバメントの推進という新たな基軸を打ち出
した。本研究で着目するところのオープンデー
タの推進は、オープンガバメントにおける主要
な施策として位置づけられるものである。
オバマ大統領が掲げたオープンガバメントの
推進とは、透明性・参加・官民連携の重視とい
う三つの原則を重視した取り組みである。オー
プンガバメントの中でも特徴的な施策となった
のが政府の保有するデータの自由な二次利用を
促進するオープンデータの推進であり、データ
カタログサイトである「data.gov」の開設と利用
促進がその代表的施策としてあげられる。
「data.gov」においては、アメリカ連邦政府の
各 機 関 が 保 有 し て い る 各 分野の多量の生デー
タ・データ分析ツール・地理情報が公開されて
い る 。 2012 年 5 月 には、「 Digital Government戦
略」が発表され、これに基づき、「data.gov」に
接続するためのAPIの開発などにも力が入れられ
ている。かように、政府が保有するデータを公
開するだけではなく、その利用の促進にも注力
されているのである。
なお、1996年に制定され、その後に改正も重
ねられていたClinger-Cohen法はアメリカ連邦政
府などにおける情報システムなどについて規定
する法律であるが、この法律では、CIOを組織に
おける情報システムにかかわる最高責任者とす
ることを想定していた。そして、この法律に基
づき、実際に連邦政府の各省庁ではCIOが任命さ
れていた。しかし、オバマ政権に至るまで、連
邦政府全体を統御する政府CIOが任命されない状
況が続いていた。そのような状況を打破し、オ
バマはオープンガバメント・オープンデータ推
進の中心人物として連邦政府CIOを任命した。

の任命されていたところであるが、政府全体を
統括する政府 CIO は任命されない状況が続いて
いた。これはアメリカの連邦政府と同様の状態
である。そのような中で、税と社会保障に関す
る番号制度の導入が予定されるなど、政府にお
ける情報システムの大きな改変を視野に、2012
年 8 月にリコージャパン顧問を務めていた遠藤
紘一氏が日本政府における初の政府 CIO に任命
された3。この任命の直後、IT 戦略本部決定・行
政改革実行本部決定「政府 CIO 制度の推進体制
について」が出されている。この決定では、以
下の三つの事項が確認された。
一点目は、内閣官房に政府 CIO が置かれると
いうことである。
二点目は、政府 CIO に求められる役割の大枠
が示されたということである。それは、以下の
とおりである。
政府 CIO は、IT 政策を担当する国務大臣及び
行政改革担当大臣を助け、電子行政推進に関
する基本方針(平成 23 年 8 月 3 日高度情報通
信ネットワーク社会推進戦略本部決定)のうち、
政府 CIO 制度の役割として掲げられた事項に
基づいた職務(制度・業務プロセス改革の推進
及び当該改革の推進に資する IT 投資、政府全
体の IT 投資の管理、電子行政に関する戦略等
の企画・立案・推進等)に関する企画及び立案
並びに総合調整を行うこととする。
(「政府 CIO 制度の推進体制について」より)
三点目は、IT 戦略本部と行政改革実行本部が
政府 CIO の職務執行に最大限協力するというこ
とである。
政府 CIO は、内閣官房という政府全体の総合
調整を行う部署に置かれ、業務プロセスにまつ
わる改革を推進するとともに、IT 投資の管理や
電子行政に関する戦略などの企画立案や総合調
整を行うこととされた。これは、本章冒頭で引
用した小尾・岩崎[2005]の定義にも沿うものであ
る。

３．政府におけるCIOの役割
各種の組織において任命が広がっている CIO
で あ る が 、 行 政 組 織 に お いて任命され ている
CIO の役割については、「行政 CIO とは、IT の
効果的な活用によって、業務改革や情報システ
ムを分析・評価し、最適化計画の実現を目指す
責任者である」(小尾・岩崎 2005：53-54)と定義
付けられている。
日本政府においては、各府省レベルでは CIO

４．政府CIO法での政府CIOの位置付けとオー
プンデータ推進との関係
日本政府における政府CIOの役職について法律
上の裏付けがなされたのは、2013年の通常国会
で成立した政府CIO法による。
政府CIO法は、三条と附則から成り、内閣法や
高度情報通信ネットワーク社会形成基本法(IT基
本法)などの改正を行う条文によって構成されて

「Net-Centric Data Strategy」は、以下の URL よ
り取得可能である。
http://dodcio.defense.gov/Portals/0/Documents/NetCentric-Data-Strategy-2003-05-092.pdf
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日本政府における政府 CIO の任命過程については、
本田・須藤[2014]を参照のこと。
3
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いる。
政府CIO法第一条は、内閣官房の中に政府CIO
を置くことを確認した条文である。
政府CIO法第二条は、政府CIOがIT総合戦略本
部に国務大臣と同じく本部員として参加するこ
とを謳った条文である。そして、本部長である
内閣総理大臣が本部員に行わしめる活動として、
以下の四項目が示されている。
一
二
三
四

会保障のための番号制度導入に向けた府省横断
的な計画の作成やIT投資に関する総合調整に重
点が置かれたものとなっていると考えられる。
５. 自治体における現状からの考察
ここでまで、アメリカ連邦政府におけるオー
プンデータの推進や政府CIO任命、さらに、日本
政府における政府CIOとオープンデータの関係に
ついて論じてきた。以下では、行政組織一般と
いう観点から、オープンデータの推進における
行政CIOの役割について議論していくこととする。
ここで本稿が参照するのは、Innovation Nippon
研究会報告書[2015]である。この研究会による調
査は、大量の情報公開請求がある情報について
は、公開されたデータなどが商用に使用されて
いる可能性があるのではないか、そして、その
ようなデータについてはオープンデータ化を進
めるべきではないかという問題意識の基で行わ
れたものである。具体的には、自治体における
情報公開請求の実情が調査分析されている。そ
の調査報告書の中で、自治体において、オープ
ンデータを推進する部門と情報公開を担当する
部門が分かれており、その間の連携が取れてい
ないという問題点が明らかとされている。オー
プンデータにおいては、データの利用に重点が
置かれる一方で、情報公開制度にあってはデー
タの保護(主に個人情報の保護)に重点が置かれて
おり、その担当部署間には溝があるのである。
自治体においては、情報は各部署が保存して
おり、例えば市民から情報開示請求があれば、
情報公開担当部署が窓口となり、情報を保有し
ている各部署と調整の上で情報公開を行ってい
た。しかし、オープンデータの推進ということ
に注目が集まったときに、情報公開とは別の担
当部署が情報を保有する部署に掛け合ってオー
プンデータの公開や利用促進を進めるというこ
とが起きているのである。この場合、例えば既
に情報公開担当部署でデータ提供を行っている
情報につき、改めてオープンデータ推進の担当
部署がオープンデータ化を進めようとするとい
う事態も起き得る。
西田・小野塚[2013]は、自治体でも特に先駆的
にオープンデータを推進してきたことで知られ
る福井県鯖江市の事例について論じた論文であ
る。この論文の中でも、オープンデータの継続
的な推進のために、行政CIOが積極的な関与を図
り、制度化とガバナンスの構築が必要であると
指摘されている。情報公開担当部署とオープン
データ推進担当部署に上下関係はないと考えら
れることから、それら部署を統括する立場とし
て、行政CIOがオープンデータ推進に向けて舵取
りをする必要性が改めて指摘されると言えるだ

府省横断的な計画の作成
関係行政機関の経費の見積りの方針の作
成
施策の実施に関する指針の作成
施策の評価

政府CIO法第三条は、国家公務員法などに政府
CIOの職名(内閣情報通信政策監)を加えるための
条文である。
附則は、施行期日と今後の検討事項から成る。
検討事項は、以下の四点があげられている。
一

二

三
四

行政機関が保有する情報をインターネッ
トその他の高度情報通信ネットワークの
利用を通じて公表するための方策
前号の情報を民間事業者が加工し、イン
ターネットその他の高度情報通信ネット
ワークの利用を通じて国民に提供するた
めの方策(当該情報の提供を受ける者が本
人であることを確認するための措置を簡
素化するための方策を含む。)
行政機関による情報システムの共用を推
進するための方策
行政手続における特定の個人を識別する
ための番号の利用等に関する法律第二条
第十四項に規定する情報提供ネットワー
クシステムを効率的に整備するための方
策

上記の検討事項の一や二に見られるように、
政府CIOには、いわゆるオープンデータにまつわ
る施策への関与も想定されているのである。ま
た、四に明記されているように、政府CIOは、
税・社会保障に関わる番号制度を実現するため
の情報提供ネットワークシステムを効率的に整
備するための方策にも関与する。
2012年に政府CIOに任命された遠藤氏は、2015
年3月時点で引き続きCIOの任にあり続けている。
政府CIO法案が税・社会保障に関わる番号の導入
のための法案と同時に審議されたことからも分
かるように、政府CIOと番号制度の構築は密接に
関係しており、日本政府における政府CIOの主な
役割は、オープンデータの推進以上に、税と社
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ろう4。
古賀[2014]において指摘されるように、オープ
ンデータの推進にあっては、記録管理やアーカ
イブスという観点への配慮が欠かせない。自治
体に限らず、オープンデータを進めるにあたっ
ては、組織全体でのデータガバナンスを考慮す
る必要があるのである。ここで、業務とデータ
の遣り取りが不可分の関係にあることを指摘す
る必要がある。つまり、実際の業務の中で遣り
取りされている情報につき、それらをオープン
データとして公開することを常に視野に入れた
取り組みを行っていく必要があると言えよう。
ここに、オープンデータの推進と行政における
業務のあり方の変革を結び付けて考える必要性
が浮かび上がるのである5。
オープンデータとして供することを視野に入
れて日々の業務におけるデータの整理や管理の
あり方を見直す。さらに、既に何らかの形で整
理・管理されているデータにつき、それらをオ
ープンデータ化して公開する。この両方の作業
を統合的に進めていく必要があるのである。行
政CIOについては、業務プロセスにまつわる改革
を推進することもその役割として求められてい
ることは、本稿でも第3章において指摘したとこ
ろである。行政CIOは、オープンデータの推進の
舵取りを担うとともに、合わせてオープンデー
タを促進するための業務改革にも関わっていく
必要があるとまとめられる。

• データに関するプログラムの整合性、包括
性及び戦略性を担保する
この三つの役割を見ても、CDOはデータガバ
ナンスに関わることに特化した存在であること
が分かる。組織の職階上に位置付けについては、
各組織で対応が分かれるものと考えられるが、
組織経営にまでその責務が及ぶCIOという存在と
データガバナンスに特化したCDOとでは、その
役割に差があると結論付けられる。
アメリカ商務省においては、オープンデータ
の更なる推進のためにCDOを置くこととされた
が、そうであったとしても、それはCIOがオープ
ンデータの推進に関わる必要がなくなったこと
を意味しない。前章でも論じたように、CIOは業
務のあり方の変革とオープンデータの推進を合
わせて考え、そのガバナンスを担っていく必要
がある。CDOが置かれるとした場合、CIOとし
ては、業務改革の部分に傾斜した取り組みを行
いつつ、CDOとの協調を図っていくことになる。
７. おわりに
本研究は、オープンデータの推進と行政CIOが
果たすべき職務上の役割や課題について論じた。
さらに、アメリカ商務省などで任命の動きがあ
るCDOとCIOの関係について、データガバナン
スの確立という観点から検討した。今後は、行
政CIO任命の有無とオープンデータの進捗状況に
ついての関係性の実証分析など、より実態に即
した研究を行っていく必要がある。

６．CDOとの関係
2014年7月に、アメリカ商務省は、CDO(Chief
Data Officer)を任命することを表明した。ここで、
CDOに求められる役割としては、以下の三点が
あるとされた6。
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・全てのデータセットをプラットフォーム上
で統合させる
・データの収集と普及の改善を監督する

首長や副市長が CIO を務めている自治体では、それ
を補佐する CIO 補佐監が実務に当たることも想定さ
れる。実際に、オープンデータの推進を積極的に行っ
ている千葉市においては、民間から採用された CIO
補佐監である三木浩平氏がオープンデータにまつわる
施策に関与している。
5 自治体広報紙のオープンデータ化実証実験を通して、
オープンデータの推進にあっては、自治体における業
務のあり方そのものにも変革が迫られることについて
は、本田[2014b]で論じたところである。
6 商務省の発表については、以下を参照した。
http://www.commerce.gov/news/secretaryspeeches/2014/07/14/us-secretary-commerce-pennypritzker-delivers-remarks-power-and-p
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