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OGOD-47 2018.9.12 

巻頭言 

Open Gov Hub 

Open Gov Hub は、40以上の組織と 200 人の人々が協力し合って、自分の政府が利用者への説

明責任を果たし、よりオープンになるように働きかける世界で最初の会議場で、クラウドワーキン

グ・スペースです。 

オープンガバンメントは、資源をシェアしたりコラボレーションすれば、より効果的になると主張して

います。 

Our Mission: Working Together to Empower Citizens 

http://opengovhub.org/ 

 

自治体 

• 1）OG 

4.行政サービスにユーモアを（住民参加、米国） 

2）OD 

1.データで市民を元気付ける 8つのスマートシティ（オープンデータ、世界） 

2.フィラデルフィア市が正式に新しいウェブサイトを公開（オープンデータ、米国） 

3.市民の参加を地図上に置く - 文字通り（オープンデータ、米国） 

5.オープンデータが育っている（オープンデータ、米国） 

3）セキュリテイ 

 

州（県） 

1）OG 

1.全米ＣＩＯ協会が州政府の人工知能に関する導入方針について発表（ＡＩ、米国） 

2.3Dスキャナが警察の調査をスピードアップ（3Ｄスキャナー、米国） 

3.ドローンの活用：自動車の事故現場の調査（ドローン、米国） 

4.更新されたインディアナ州政府・透明性ポータルは、ユーザビリティ、公共性を強化する（デジタ

ルガバンメント、米国） 

5.どの州が最高のウェブサイトか？（デジタルガバンメント、米国） 

2）OD 

3）セキュリテイ 

 

国 

1）OG 

3.ドローンの活用：自動車の事故現場の調査（ドローン、米国） 

4.防衛情報システム庁、国立標準技術研究所がクラウドのサービスレベル指標を 

開発（クラウドサービス指標、米国） 

6.政府は機械学習に傾く（ＡＩ、米国） 

http://opengovhub.org/
http://opengovhub.org/
http://opengovhub.org/
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7.ドローン抑止力：購入が容易だが、合法的に使用するのが難しい（ドローン、米国） 

8.今年の公共セクターイノベーションのトップを発表（イノベーション、米国） 

9.マレーシア対シンガポール：デジタル革命への 2 つの異なるアプローチ（デジタル革命、東南ア

ジア） 

10.中国のデジタルシルクロード：国際貿易のためのデータ基盤？（デジタル化戦略、中国） 

2）OD 

3）セキュリテイ 

1.英国の国家犯罪対策庁の英国のサイバー犯罪に挑戦する 10代の若者に焦点を当るキャンペ

ーン（セキュリテイ、英国） 

2.悪意のあるファックスは、企業をサイバー攻撃にオープンにする（セキュリテイ、英国） 

5.英国の消費者の半分は 1 年以内に GDPR の権利を行使する（個人情報保護、英国） 

 

世界 

1）OG 

5.モバイル・エイジ：高齢者がデジタル公共サービスにアクセスできるようにする（デジタルガバン

メント、ＥＵ） 

2)OD 

1.Facebook、Apple、Microsoft がオープンライセンスの世界地図にどのように貢献しているか（オ

ープンデータ、世界） 

3.大西洋を横断して情報共有を改善する（オープンデータ、欧米） 

3）セキュリテイ 

2.ビッグデータ、ＥＵ一般データ保護規制と健康に関する EU の国別報告書と教訓（個人情報保護、

ＥＵ） 

4.INTERPOL フォーラムでは、ドローンに関連する新たなセキュリティ上の脅威について調査して

いる（セキュリテイ、世界） 

 

 

自治体（8月） 

1.データで市民を元気付ける 8つのスマートシティ（オープンデータ、世界） 

Nesta、13 August 2018 

自治体は個人データ経済の中核となって来ている。自治体は廃棄物管理や公共交通機関から警

察や緊急時対応に至るまで、あらゆる面でデータに基づいたアプローチが急がれている。しかし、

接続され街灯やごみ入れからカメラ対応の電話ボックスまで、「スマートな」新しい都市インフラスト

ラクチャーの大騒ぎ中で、デジタル倫理に関する新しい議論が浮上している。誰がこのデータを使

って何をするのかを決めるのは誰か？そして、そのデータの作成と使用が人の差別、排除、およ

び市民のプライバシーの侵食をもたらさないようにするにはどうすればよいか？ 

 

2.フィラデルフィア市が正式に新しいウェブサイトを公開（オープンデータ、米国） 

https://www.nesta.org.uk/blog/eight-smart-cities-are-restoring-privacy-and-empowering-citizens-data/?utm_source=Nesta+Weekly+Newsletter&utm_campaign=773a672638-EMAIL_CAMPAIGN_2018_08_14_08_22_COPY_02&utm_medium=email&utm_term=0_d17364114d-773a672638-181446577
https://eandt.theiet.org/content/articles/2018/04/privacy-concerns-over-singapore-s-sensor-packed-smart-lampposts/
https://www.bbc.co.uk/news/technology-23665490
https://news.sky.com/story/new-phone-boxes-spark-privacy-and-surveillance-concerns-11340071
http://www.govtech.com/civic/Whats-New-in-Civic-Tech-Philadelphia-Officially-Launches-New-Website.html?utm_term=READ%20MORE&utm_campaign=Kansas%20Names%20a%20New%20Chief%20IT%20Officer%2C%20Pittsburgh%20Looks%20for%20a%20Director%20of%20Innovation%20and%20Performance&utm_content=email&utm_source=Act-On+Software&utm_medium=email
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Zack Quaintance、govtech、August 16, 2018  

フィラデルフィア市は新しい phila.gov website ウェブサイトを立ち上げた。この開発開始は数年前

のことであり、市と市民の交流を改善することに焦点を当てた現代的で柔軟なポータルを作成す

ることを目指している。phila.gov の立ち上げは、2014 年 12 月であった。それからのポータルの継

続的な使用と並行して反復再設計を繰り返し、集大成した。フィラデルフィア市のオープンデータ・

デジタル改革（ODDT）オフィスで実施されたこの取り組みは、基本的に 300 以上の市の行政サー

ビスをユーザーフレンドリーな 1つのプラットフォームに統合している。 

 

3.市民の参加を地図上に置く - 文字通り（オープンデータ、米国） 

Jim Barry、govinsider、24 Aug 2018  

世界中の多くの市でシビック・イノベーションの革命が起こっている。これらの市では市やパートナ

機関のオープンな空間データと対話型地図アプリに市民が簡単にアクセスできる必要性が認識さ

れてる。そして多くの市では、すでに地理情報システム（GIS）ソフトウェアを通じて位置情報システ

ムが導入されてるが、自らの GIS データを収集し、維持し、提供する能力をまだ持っていない。そ

こで、市職員は自分の位置情報を探索できるようして、毎日のワークフロー内で、そのデータとリソ

ースを利用する。市民は、財産、ビジネス、交通、税金、レクリエーションなどを扱うサービスや活

動について、より良い情報を得るためにアプリにアクセスしてもらう。このモデルがいくつかの市で

出来ている。 

 

4.行政サービスにユーモアを（住民参加、米国） 

Kristy Dalton、govtech、September 2018  

市の行政サービスにユーモアの使用が有効な事は Kansas 州 Lawrence 市のＴｗｉｔｔｅｒで簡単に理

解できる。行政サービスにユーモアを持ち込んだ同署のオフィサーDrew Fennelly と Derrick 

Smith に脱帽。多くの政府機関では、1 つのツイートだけで 50 万件を超えるフォロアーを獲得でる

ことは難しい。ここで 50万件を超えるフォロアーを得られる可能性のあるツイートを一つを紹介。 

 

5.オープンデータが育っている（オープンデータ、米国） 

Stephanie Kanowitz、gcn、Aug 28, 2018 

ピッツバーグ市のデータの流れを改善するために、市のオープンデータプログラムは、データの統

合とクリーンアップを高速化し、市のデータのトラブルシューティングを改善するデータ配信システ

ムである Data Rivers を立ち上げる準備をしてる。 

市は Data Rivers は最も市民が求められる情報である 311 データで最初に起動する。 

Western Pennsylvania Regional Data Center（WPRDC）がこのプロジェクトを支援している。 

 

 

州政府（県）政府（8月） 

1.全米ＣＩＯ協会が州政府の人工知能に関する導入方針について発表（ＡＩ、米国） 

NASCIO、August 28 

http://www.govtech.com/authors/Zack-Quaintance.html
https://www.phila.gov/
https://www.phila.gov/
https://www.phila.gov/departments/office-of-open-data-and-digital-transformation/
https://www.phila.gov/departments/office-of-open-data-and-digital-transformation/
https://govinsider.asia/smart-gov/gis-citizen-engagement-esri-jim-barry/?ct=t(GI_AllSub450.1_COPY_01)&mc_cid=b06d0f3c63&mc_eid=3bf15b5786
https://govinsider.asia/author/jim-barry/
https://taro-sunaba.squarespace.com/whatsnew/2018/7/18/grand-open
http://www.govtech.com/govgirl/Finding-the-Funny-in-Government.html?utm_term=READ%20MORE&utm_campaign=New%20Jersey%27s%20Innovation%20Lead%20Will%20Help%20Modernize%20Process%2C%20Support%20the%20Tech%20Economy&utm_content=email&utm_source=Act-On+Software&utm_medium=email
http://www.govtech.com/authors/Kristy-Dalton.html
https://twitter.com/LawrenceKS_PD
https://gcn.com/articles/2018/08/28/pittsburgh-data-rivers.aspx?s=STATELOCAL_300818&admgarea=TC_STATELOCAL
http://pittsburghpa.gov/open-data/index.html
https://data.wprdc.org/dataset/311-data
http://www.wprdc.org/
https://www.nascio.org/Newsroom/ArtMID/484/ArticleID/682/NASCIO-Releases-Publication-on-Artificial-Intelligence-in-State-Government
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全米州 CIO 協会（NASCIO)が「行政サービスのプライムタイムにＡＩが登場、政府はＡＩの準備は出

来ている？」と言う報告書を公開した。同書は州がどのように AI を使用しているか、AI の開発と

実装のための考慮事項と一緒に、人工知能（AI）の定義、その課題、新しい機会、アプリケーショ

ンに関して述べている。改革責任者としての役割から調達への関与まで、同書は州 CIO にとって

のＡＩの意味を概説している。 

 

2.3Dスキャナが警察の調査をスピードアップ（3Ｄスキャナー、米国） 

Stephanie Kanowitz、gcn、Jul 24, 2018 

ネブラスカ州カーニー郡警察署は 3D スキャナの助けを借りて、犯罪現場調査の時間を節約し精

度を改善している。この装置、レーザーを使用して数千の測定値を素早く取得し、その領域の 3D

モデルを作成する。同署がスキャナを導入する前は、現場を記録するのに少なくとも 4 人の警官

が 4 時間かかった。しかし、この 3Ｄスキャナでは、2〜3 人の警官しか必要とせず、必要なすべて

の情報を短時間で収集できる。 

 

3.ドローンの活用：自動車の事故現場の調査（ドローン、米国） 

 Jenni Bergal、pewtrusts、August 6, 2018 

先月、イリノイ州モートンで高齢者の女性が死亡した、多発自動車事故の原因を警察官は、空を

見てドローンの助けを求めた。ドローンの利用が全国の警察機関で増えているように、Tazewell 郡

の保安官事務所もドローンで現場の上空から写真を撮り、事故を再構築した。 

 

4.更新されたインディアナ州政府・透明性ポータルは、ユーザビリティ、公共性を強化する（デジタ

ルガバンメント、米国） 

Theo Douglas、govtech、August 22, 2018  

インディアナ州は、契約から予算まで、一般に公開されている情報を提供するリーダーある。しか

し、透明性ウェブサイトの再設計の最初の段階が昨年末に始まったとき、データ品質とユーザビリ

ティの問題が重要であった。市民に政府支出に対するインサイダーの視点を提供する「より機能

的で堅牢なデータ分析ツール」を作成するためには、インディアナ透明性ポータル（ITP）プロジェク

トで、「州の財務情報のデータ品質を改善する」必要が未だ必要である。 

 

5.どの州が最高のウェブサイトか？（デジタルガバンメント、米国） 

Matt Leonard、gcn、Aug 27, 2018 

今年の州政府のウェブサイトの新しいランキングでは、Virginia 州がトップに、Louisiana 州がボト

ムになった。情報技術・イノベーション財団（ＩＴＩＦ）は今年もウエブサイトのページ読み込み速度、

モバイルフレンドリーさ、セキュリティとアクセシビリティの項目でランク付けを行った。同サイトでは、

運転免許証、税金、重要な記録、選挙、事業登記、漁業と狩猟の免許のサイトに基づいて 400 の

州政府の公式ウェブサイトを評価した。 

 

 

https://www.nascio.org/
https://www.nascio.org/Publications/ArtMID/485/ArticleID/681/Ready-for-Prime-Time-State-Governments-Tune-in-to-Artificial-Intelligence
https://www.nascio.org/Publications/ArtMID/485/ArticleID/681/Ready-for-Prime-Time-State-Governments-Tune-in-to-Artificial-Intelligence
https://gcn.com/articles/2018/07/24/3d-scanner.aspx?s=STATELOCAL_160818&admgarea=TC_STATELOCAL
https://www.cityofkearney.org/625/Police-Department
http://kearneyne.map.beehere.net/
http://kearneyne.map.beehere.net/
http://www.pewtrusts.org/en/research-and-analysis/blogs/stateline/2018/08/06/another-use-for-drones-investigating-car-wrecks
http://www.pewtrusts.org/en/research-and-analysis/blogs/stateline/about/jenni-bergal
https://www.mapquest.com/us/illinois/morton-il-282021769
https://www.youtube.com/watch?v=EgagrGJsl14
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%82%A2%E3%83%A1%E3%83%AA%E3%82%AB%E5%90%88%E8%A1%86%E5%9B%BD+%E3%82%A4%E3%83%AA%E3%83%8E%E3%82%A4%E5%B7%9E+%E3%83%86%E3%82%A4%E3%82%BA%E3%82%A6%E3%82%A7%E3%83%AB/@40.3614891,-89.85074,7.73z/data=!4m5!3m4!1s0x880a561528bfce19:0x80018b2d8d2cb52f!8m2!3d40.5522078!4d-89.4742177
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%82%A2%E3%83%A1%E3%83%AA%E3%82%AB%E5%90%88%E8%A1%86%E5%9B%BD+%E3%82%A4%E3%83%AA%E3%83%8E%E3%82%A4%E5%B7%9E+%E3%83%86%E3%82%A4%E3%82%BA%E3%82%A6%E3%82%A7%E3%83%AB/@40.3614891,-89.85074,7.73z/data=!4m5!3m4!1s0x880a561528bfce19:0x80018b2d8d2cb52f!8m2!3d40.5522078!4d-89.4742177
https://www.youtube.com/watch?v=_WCgCnmcaA4
http://www.govtech.com/data/Updated-Indiana-Transparency-Portal-Emphasizes-Usability-Public-Good.html?utm_term=READ%20MORE&utm_campaign=A%20Florida%20City%20Greenlights%20Countdown%20App%20for%20Traffic%20Signals%2C%20LA%20County%20OKs%20Open-Source%20Election%20System&utm_content=email&utm_source=Act-On+Software&utm_medium=email
http://www.govtech.com/data/Updated-Indiana-Transparency-Portal-Emphasizes-Usability-Public-Good.html?utm_term=READ%20MORE&utm_campaign=A%20Florida%20City%20Greenlights%20Countdown%20App%20for%20Traffic%20Signals%2C%20LA%20County%20OKs%20Open-Source%20Election%20System&utm_content=email&utm_source=Act-On+Software&utm_medium=email
http://www.govtech.com/authors/Theo-Douglas.html
https://www.in.gov/core/
https://www.in.gov/core/transparency.html
https://www.in.gov/itp/
https://www.in.gov/itp/
https://gcn.com/articles/2018/08/27/itif-state-website-rankings.aspx
http://www2.itif.org/2018-benchmarking-state-government-websites.pdf
https://www.virginia.gov/services/511-virginia/
http://louisiana.gov/
https://itif.org/
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国政府（8月）  

1.英国の国家犯罪対策庁の英国のサイバー犯罪に挑戦する 10代の若者に焦点を当るキャンペ

ーン（セキュリテイ、英国） 

John Leyden、theresister、13 Aug 2018 

英国の警察は、オンライン犯罪の人生から若者を遠ざける戦略を実行するのを手助してくれるサ

イバーセキュリティ企業を探している。国家犯罪対策庁（ＮＣＡ）の予防キャンペーンは、2016-2021

年の 5 年間の英国全国サイバーセキュリティ戦略の一つのプロジェクトである。NCA の計画は、

若者が、より深刻な過ちを犯す可能性のある道をたどるのではなく、サイバーセキュリティにおけ

るキャリアを目指すことを目的としている。世界のモデルとなっている。 

 

2.悪意のあるファックスは、企業をサイバー攻撃にオープンにする（セキュリテイ、英国） 

BBC、13 August 2018 

ファックスで送信された不正な画像データは、悪意のあるハッカーが企業ネットワークに侵入する

可能性があるということを情報セキュリティ研究者が発見した。多くの企業はプリンタや複写機で

もあるファックス機を使用しているため、しばしば内部ネットワークに接続している。悪意のある画

像は、ファックスメッセージの形式を定義する 1980年代に確立されたプロトコルを利用している。 

 

3.ドローンの活用：自動車の事故現場の調査（ドローン、米国） 

 Jenni Bergal、pewtrusts、August 6, 2018 

先月、イリノイ州モートンで高齢者の女性が死亡した、多発自動車事故の原因を警察官は、空を

見てドローンの助けを求めた。ドローンの利用が全国の警察機関で増えているように、Tazewell 郡

の保安官事務所もドローンで現場の上空から写真を撮り、事故を再構築した。 

 

4.防衛情報システム庁、国立標準技術研究所がクラウドのサービスレベル指標を 

開発（クラウドサービス指標、米国） 

Meritalk、Aug 14, 2018 | 12:46 pm  

防衛情報システム庁（DISA）と米国国立標準技術研究所（NIST）は、連邦商業クラウドの標準的

なサービスレベル契約（ＳＬＡ）の「標準化された指標のカタログ」を作成するために業界のフィード

バックを収集しており、DISA の情報要求（ＲＦＩ）に応じた回答を求めている。RFI は、「政府機関横

断作業部会が、商用クラウド調達に使用するために連邦政府機関に利用可能なメトリクスのカタ

ロ グ を 開 発 し て い る 」 と 述 べ て い る 。 

これらの指標は必須ではなく、プロポーザルの要求を作成している政府機関にとって「有益なツー

ル」として機能するであろう。 

 

5.英国の消費者の半分は 1 年以内に GDPR の権利を行使する（個人情報保護、英国） 

Warwick Ashford、computerweekly、06 Aug 2018 

英国の消費者の半分以上は一般データ保護規制 General Data Protection Regulation (GDPR)の

権利を 1 年以内に執行し、フェイスブック - ケンブリッジ・アナリティッカのデータスキャンダルのた

https://www.theregister.co.uk/2018/08/13/cybercrime_prevent_strategy/
https://www.theregister.co.uk/2018/08/13/cybercrime_prevent_strategy/
https://www.theregister.co.uk/Author/John-Leyden
http://www.nationalcrimeagency.gov.uk/
http://www.nationalcrimeagency.gov.uk/crime-threats/cyber-crime/cyber-crime-preventing-young-people-from-getting-involved
https://www.ncsc.gov.uk/content/files/protected_files/document_files/National%20Cyber%20Security%20Strategy%20v20.pdf
https://www.ncsc.gov.uk/content/files/protected_files/document_files/National%20Cyber%20Security%20Strategy%20v20.pdf
http://www.nationalcrimeagency.gov.uk/
https://www.bbc.com/news/technology-45083774
http://www.pewtrusts.org/en/research-and-analysis/blogs/stateline/2018/08/06/another-use-for-drones-investigating-car-wrecks
http://www.pewtrusts.org/en/research-and-analysis/blogs/stateline/about/jenni-bergal
https://www.mapquest.com/us/illinois/morton-il-282021769
https://www.youtube.com/watch?v=EgagrGJsl14
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%82%A2%E3%83%A1%E3%83%AA%E3%82%AB%E5%90%88%E8%A1%86%E5%9B%BD+%E3%82%A4%E3%83%AA%E3%83%8E%E3%82%A4%E5%B7%9E+%E3%83%86%E3%82%A4%E3%82%BA%E3%82%A6%E3%82%A7%E3%83%AB/@40.3614891,-89.85074,7.73z/data=!4m5!3m4!1s0x880a561528bfce19:0x80018b2d8d2cb52f!8m2!3d40.5522078!4d-89.4742177
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%82%A2%E3%83%A1%E3%83%AA%E3%82%AB%E5%90%88%E8%A1%86%E5%9B%BD+%E3%82%A4%E3%83%AA%E3%83%8E%E3%82%A4%E5%B7%9E+%E3%83%86%E3%82%A4%E3%82%BA%E3%82%A6%E3%82%A7%E3%83%AB/@40.3614891,-89.85074,7.73z/data=!4m5!3m4!1s0x880a561528bfce19:0x80018b2d8d2cb52f!8m2!3d40.5522078!4d-89.4742177
https://www.youtube.com/watch?v=_WCgCnmcaA4
https://www.meritalk.com/articles/disa-nist-developing-catalog-of-cloud-sla-metrics/
https://www.meritalk.com/articles/disa-nist-developing-catalog-of-cloud-sla-metrics/
https://www.disa.mil/
https://www.nist.gov/
https://www.fbo.gov/index?s=opportunity&mode=form&id=fee10e173f9cf41a37dfc70d016fefea&tab=core&_cview=0
https://www.computerweekly.com/news/252446349/Half-of-UK-consumers-to-exercise-GDPR-rights-within-a-year?Offer=maxisocialmedianews&utm_source=The+Week+in+Data+mailing+list&utm_campaign=aaadf9dd77-TheWeekinData16Feb2018_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_3391a19d97-aaadf9dd77-101198421&mc_cid=aaadf9dd77&mc_eid=88a5c1b1a5
https://www.techtarget.com/contributor/Warwick-Ashford
https://whatis.techtarget.com/definition/General-Data-Protection-Regulation-GDPR
https://www.computerweekly.com/news/252438564/Facebook-data-scandal-a-game-changer-says-ICO
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めに、ほぼ消費者の 3分の 2 がデータの使用を取り消したり、レビューしたりするであろう。 

 

6.政府は機械学習に傾く（ＡＩ、米国） 

Matt Leonard、gcn、Aug 19, 2018 

2016 年 8 月、オバマ大統領は、ワイアード（Wired）誌の編集担当者を務め、AI に関する MIT メデ

ィアラボの伊藤譲（Joi Ito）とその意義について話した。その 2 カ月後、オバマ政権は、新技術の

広範な概要である AI に関する報告書を発表した。第 2 の報告書は、オバマが退任する数週間前

に、主に潜在的な経済的影響に焦点を当ている。 

「AI は多くの新しい政策問題を提起し、今後の政権、議会、民間部門、国民による議論と検討のた

めの継続的な話題でなければならない」と結論づけた。 

 

7.ドローン抑止力：購入が容易だが、合法的に使用するのが難しい（ドローン、米国） 

Mark Rockwell、gcn、Aug 23, 2018 

ドローンが飛行できる場所には連邦政府の規制があるが無人航空機システム(UAS)は意図的に

または禁止された空域への道を引き続き行っている。これらの侵入の一部は地上の職員の頭痛

を引き起こすだけであるが、他の人たちには命を脅かす可能性がある。DroneShield は、韓国の

平昌で開催された 2018 年冬季オリンピックにアンチ・ドロン技術を提供し、セキュリティ、火災、法

執行の複数項目の契約を獲得した連邦政府調達局（米国）ＧＳＡの Schedule 84 を通じて製品を

提供している。システムは、GSAの Advantageプログラムを通じてオンラインで取得することがでる。 

 

8.今年の公共セクターイノベーションのトップを発表（イノベーション、米国） 

Troy K. Schneider、gcn、Aug 23, 2018 

政府は、政府が推進している驚異的な技術革新の功績を認めることはめったにない。 

しかし、2018 年政府イノベーションアワードの受賞者が明らかにしたように、公共部門のあらゆる

レベルで驚くべきことが起こっている。下記の 36 の公共セクターイノベーションには、AI を搭載し

たミッションイネーブラーからクラウドベースの改革、サイバーセキュリティーの人材開発までのあ

らゆるものが含まれている。場合によっては、技術そのものが変革的であり、容易に利用できるツ

ールを創造的に使用するのはゲームチェンジャーである。しかし、すべてが IT とイノベーションが

どのようにして政府を劇的に改善できるかを示している。下記の 36 の公共セクターイノベーション

には、AI を搭載したミッションイネーブラーからクラウドベースの改革、サイバーセキュリティーの

人材開発までのあらゆるものが含まれている。場合によっては、技術そのものが変革的であり、

容易に利用できるツールを創造的に使用するのはゲームチェンジャーある。そして、すべてが IT

とイノベーションがどのようにして政府を劇的に改善できるかを示している。 

 

9.マレーシア対シンガポール：デジタル革命への 2 つの異なるアプローチ（デジタル革命、東南ア

ジア） 

Huawei、govinsider、29 Aug 2018  

アジアがデジタル革命を強化するにつれて、その経済は新しいデジタル技術に対する需要の急

https://gcn.com/articles/2018/08/17/machine-learning.aspx?s=gcntech_200818
https://www.media.mit.edu/
https://www.media.mit.edu/
https://obamawhitehouse.archives.gov/sites/default/files/whitehouse_files/microsites/ostp/NSTC/preparing_for_the_future_of_ai.pdf
https://www.whitehouse.gov/sites/whitehouse.gov/files/images/EMBARGOED%20AI%20Economy%20Report.pdf
https://gcn.com/articles/2018/08/23/drone-deterrence.aspx?s=gcntech_240818
https://www.weblio.jp/content/%E7%84%A1%E4%BA%BA%E8%88%AA%E7%A9%BA%E6%A9%9F%E3%82%B7%E3%82%B9%E3%83%86%E3%83%A0
https://www.droneshield.com/
https://www.olympic.org/pyeongchang-2018
https://www.gsa.gov/
https://www.gsaadvantage.gov/ref_text/GS07F137GA/0T6HHI.3MSGVU_GS-07F-137GA_PRICELISTGS07F137GA.PDF
https://www.gsaadvantage.gov/advantage/main/start_page.do
https://globenewswire.com/news-release/2018/08/24/1556515/0/en/2018-Government-Innovation-Award-Winners-Announced.html
https://gcn.com/forms/emailtoauthor.aspx?AuthorItem=%7b9F61C781-46D8-4112-B05C-759AD8CEEF0C%7d&ArticleItem=%7b49187845-C0D7-432D-B997-2A2AB094DA79%7d
https://gcn.com/pages/gia_details.aspx
https://gcn.com/articles/2018/08/23/government-innovation-awards-2018.aspx
https://www.google.co.jp/search?ei=c0aSW5CEEoKA8wXAyLyADw&q=%E3%83%9F%E3%83%83%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%B3%E3%82%A4%E3%83%8D%E3%83%BC%E3%83%96%E3%83%A9&oq=%E3%83%9F%E3%83%83%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%B3%E3%82%A4%E3%83%8D%E3%83%BC%E3%83%96%E3%83%A9&gs_l=psy-ab.3...17135.17135.0.19327.1.1.0.0.0.0.214.214.2-1.1.0....0...1c.2.64.psy-ab..0.0.0....0.5Xjq4XpC8Oc
https://www.google.co.jp/search?ei=c0aSW5CEEoKA8wXAyLyADw&q=%E3%83%9F%E3%83%83%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%B3%E3%82%A4%E3%83%8D%E3%83%BC%E3%83%96%E3%83%A9&oq=%E3%83%9F%E3%83%83%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%B3%E3%82%A4%E3%83%8D%E3%83%BC%E3%83%96%E3%83%A9&gs_l=psy-ab.3...17135.17135.0.19327.1.1.0.0.0.0.214.214.2-1.1.0....0...1c.2.64.psy-ab..0.0.0....0.5Xjq4XpC8Oc
https://gcn.com/articles/2018/08/23/government-innovation-awards-2018.aspx
https://gcn.com/articles/2018/08/23/government-innovation-awards-2018.aspx
https://govinsider.asia/security/malaysia-vs-singapore-two-different-approaches-to-the-digital-revolution/?ct=t(GI_AllSub450.1_COPY_01)&mc_cid=3c52677931&mc_eid=3bf15b5786
https://govinsider.asia/security/malaysia-vs-singapore-two-different-approaches-to-the-digital-revolution/?ct=t(GI_AllSub450.1_COPY_01)&mc_cid=3c52677931&mc_eid=3bf15b5786
https://govinsider.asia/author/huawei/
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増に直面している。例えば、シンガポールでは情報通信省によると、今後 3 年間で 42,000 の新し

い IT 雇用が創出される。シンガポールにはデジタル技術スキルに触れていない年配の労働力が

あるとシンガポールの Infocommunications, Media and Development Authority (IMDA)の Tech 

Skills Accelerator Office (TeSA)の Adrian Ong 副社長はワークショップで、これらのベテランのデ

ジタルスキルは、人工知能のような新興技術によって急速に時代遅れになっており、失業に陥る

危険性があると述べた。 

近隣のマレーシアでは、逆のことが起こっている。国の若者は自分自身を育てることに苦労してい

る。マレーシアデジタル経済公社（MDEC）の Sumitra Nair 副社長は、「AIの台頭に支えられ、雇用

がなくなる恐れがある」と語った。マレーシアでは人々は自分の故郷で簡単に仕事を見つけること

ができず、繁栄している都市に移動している。 

 

10.中国のデジタルシルクロード：国際貿易のためのデータ基盤？（デジタル化戦略、中国） 

Theodi、Aug 31, 2018 

中国のデジタルシルクロードは具体的な定義を見つけるのが難しい政策である。です。2015 年に

発表され、その名は中国のシルクロード-東と西を結ぶ貿易ルートの古代のネットワーク。それは

中国の技術と貿易戦略の一部である。中国の多面的な技術戦略は、Baidu、Alibaba、Tencent な

どの新技術大手の成長を助けてきた。国は政策枠組みを作り出している-サイバーセキュリティフ

レームワークや新しいデータ保護フレームワークなど-で技術戦略を推進している。 

 

 

世界 

1.Facebook、Apple、Microsoft がオープンライセンスの世界地図にどのように貢献しているか（オ

ープンデータ、世界） 

Theodi、Tue Aug 14, 2018 

多国籍企業が協力して、世界で自由に使える公開されている地図 OpenStreetMap を作成してる。

ここまでで、この種のコラボレーションを最も効果的なものにすることについて学んだ。2004 年に

開始された OpenStreetMap は、世界で最も成功したコラボレーションで管理されたオープンなデ

ータセットの 1 つに成長した。今日、この地図情報の貢献者には、地域の地図作成者だけでなく、

企業、NGO、人道的活動団体（humanitarian organisations）、巨大企業などの多様な団体が含ま

れている。 

 

2.ビッグデータ、ＥＵ一般データ保護規制と健康に関する EU の国別報告書と教訓（個人情報保護、

ＥＵ） 

Europa、21 August 2018 

EU のデータ保護規則は、ＥＵ一般データ保護規制（GDPR）の実施以来変更されている。EU の科

学研究目的の医療データ処理の状況は、EU が資金を提供している AEGLE プロジェクトは、国ご

とにデータを保管する。 また、糖尿病の大規模なデータ分析を行った後で学んだ教訓をいくつか

発表した。 

https://www.mci.gov.sg/
https://www.imda.gov.sg/
http://www.skillsfuture.sg/tesa
http://www.skillsfuture.sg/tesa
https://www.mdec.my/
https://theodi.org/article/chinas-digital-silk-road-data-infrastructure-for-international-trade/?utm_source=The+Week+in+Data+mailing+list&utm_campaign=112f7e313d-TheWeekinData16Feb2018_COPY_02&utm_medium=email&utm_term=0_3391a19d97-112f7e313d-101198421&mc_cid=112f7e313d&mc_eid=88a5c1b1a5
http://english.gov.cn/news/top_news/2017/09/05/content_281475837559524.htm
https://en.wikipedia.org/wiki/Silk_Road
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%99%BE%E5%BA%A6
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%98%BF%E9%87%8C%E5%B7%B4%E5%B7%B4%E9%9B%86%E5%9B%A3
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%86%E3%83%B3%E3%82%BB%E3%83%B3%E3%83%88
https://www.newamerica.org/cybersecurity-initiative/digichina/blog/chinas-cybersecurity-law-one-year/
https://www.newamerica.org/cybersecurity-initiative/digichina/blog/chinas-cybersecurity-law-one-year/
https://www.csis.org/analysis/chinas-emerging-data-privacy-system-and-gdpr
https://theodi.org/article/how-are-facebook-apple-and-microsoft-contributing-to-openstreetmap/?utm_source=The+Week+in+Data+mailing+list&utm_campaign=aaadf9dd77-TheWeekinData16Feb2018_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_3391a19d97-aaadf9dd77-101198421&mc_cid=aaadf9dd77&mc_eid=88a5c1b1a5
https://theodi.org/article/how-are-facebook-apple-and-microsoft-contributing-to-openstreetmap/?utm_source=The+Week+in+Data+mailing+list&utm_campaign=aaadf9dd77-TheWeekinData16Feb2018_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_3391a19d97-aaadf9dd77-101198421&mc_cid=aaadf9dd77&mc_eid=88a5c1b1a5
https://www.openstreetmap.org/#map=18/35.64270/139.80436
https://www.openstreetmap.org/#map=18/35.64270/139.80436
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/big-data-general-data-protection-regulation-and-health-eu-country-reports-and-lessons-learnt
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/big-data-general-data-protection-regulation-and-health-eu-country-reports-and-lessons-learnt
https://ja.wikipedia.org/wiki/EU%E4%B8%80%E8%88%AC%E3%83%87%E3%83%BC%E3%82%BF%E4%BF%9D%E8%AD%B7%E8%A6%8F%E5%89%87
http://www.aegle-uhealth.eu/en/
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3.大西洋を横断して情報共有を改善する（オープンデータ、欧米） 

Matt Leonard、gcn、Aug 30, 2018 

ＩＢＭ政府ビジネスセンターが、大西洋両岸の政府の元指導者および関係者と 2 回の円卓会議を

開催し、大西洋両岸の政府内外のデータの統合と分析に焦点を当て、脅威の予測と予防を改善

する方法を議論し、その報告書政府間のデータの統合と分ー21 世紀のセキュリティの鍵を発表し

た。国やセクター間で脅威データを共有することで、ますます複雑化する脅威の複合体を政府が

理解し対応するのに役立ち、データを信頼できるかどうか。 この報告書では、ステークホルダー

が信頼できるデータ共有環境を構築する方法を検証している。 

 

4.INTERPOL フォーラムでは、ドローンに関連する新たなセキュリティ上の脅威について調査して

いる（セキュリテイ、世界） 

continuitycentral、31 August 2018 07:08 

ドローン技術は、シンガポールの最近の ICPO シンガポール総局(IGCI)での重要な議題で、この

新技術に関連する新たな脅威と機会について議論するために、法執行機関、学界、民間企業か

ら約 100 名の専門家を集めた会議が開催された。米国連邦捜査局（ＦＢＩ）とオランダ警察

（POLITIE）の支援を得て、インターポールイノ INTERPOL イノベーションセンター・対テロ局によっ

て組織された。この会議は、無人機と呼ばれる「無人航空機システム：ドローン」によって引き起こ

される新たな脅威に対処する世界規模の能力を開発するための第一歩となった。 

 

5.モバイル・エイジ：高齢者がデジタル公共サービスにアクセスできるようにする（デジタルガバン

メント、ＥＵ） 

Europa、30 August 2018 

EUが資金を提供するモバイルエイジ（Mobile Age）プロジェクトは、高齢者の公共サービスへのデ

ジタル・アクセスを支援する。ヨーロッパの行政がますますデジタル化されるにつれて、高齢者が

公共サービスから除外されるリスクが増加している。彼らが常にインターネットにアクセスするとは

限らず、新技術に精通していない可能性があるから。EU が資金を提供するモバイルエイジ

（Mobile Age）プロジェクトは、高齢者が公共サービスを十分に活用するように支援する。新しいア

クセス可能で、モバイルで、オープンな政府サービスを開発するに高齢者も協力して行われる。 

 

 

https://gcn.com/articles/2018/08/30/us-europe-threat-data-sharing.aspx?s=gcntech_310818
http://www.businessofgovernment.org/
http://businessofgovernment.org/sites/default/files/Integrating%20and%20Analyzing%20Data%20Across%20Governments.pdf
https://www.continuitycentral.com/index.php/news/resilience-news/3238-interpol-forum-explores-the-emerging-security-threats-associated-with-drones
https://www.continuitycentral.com/index.php/news/resilience-news/3238-interpol-forum-explores-the-emerging-security-threats-associated-with-drones
https://www.interpol.int/About-INTERPOL/The-INTERPOL-Global-Complex-for-Innovation
https://www.fbi.gov/view
https://www.google.co.jp/imgres?imgurl=http://www.ruimteschepper.nl/wp-content/uploads/2015/10/politie-logo.png&imgrefurl=http://www.ruimteschepper.nl/blog/politie-nederland-lid-kenniskring/&h=194&w=260&tbnid=Ux22UUbXpSgHsM:&q=Netherlands+Police&tbnh=149&tbnw=200&usg=AFrqEzducsWPVU2ipxrDkkgtiB2BN-XNyw&vet=12ahUKEwjBrIXkiabdAhUITbwKHalUAPcQ_B0wCnoECAoQCQ..i&docid=qHa-Wl-p2eGRZM&itg=1&sa=X&ved=2ahUKEwjBrIXkiabdAhUITbwKHalUAPcQ_B0wCnoECAoQCQ
https://www.google.co.jp/imgres?imgurl=http://www.ruimteschepper.nl/wp-content/uploads/2015/10/politie-logo.png&imgrefurl=http://www.ruimteschepper.nl/blog/politie-nederland-lid-kenniskring/&h=194&w=260&tbnid=Ux22UUbXpSgHsM:&q=Netherlands+Police&tbnh=149&tbnw=200&usg=AFrqEzducsWPVU2ipxrDkkgtiB2BN-XNyw&vet=12ahUKEwjBrIXkiabdAhUITbwKHalUAPcQ_B0wCnoECAoQCQ..i&docid=qHa-Wl-p2eGRZM&itg=1&sa=X&ved=2ahUKEwjBrIXkiabdAhUITbwKHalUAPcQ_B0wCnoECAoQCQ
https://www.interpol.int/Crime-areas/Terrorism/Terrorism
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/mobile-age-making-digital-public-services-accessible-older-people
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/mobile-age-making-digital-public-services-accessible-older-people
https://joinup.ec.europa.eu/news/mobile-age-project-co-create
https://joinup.ec.europa.eu/news/mobile-age-project-co-create
https://joinup.ec.europa.eu/news/mobile-age-project-co-create

