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5.

情報爆発時代 における オープン・イノベーションの
活性化：IT による 社会基盤 の 刷新

須藤

修＊ 1

後藤

玲子＊ 2

＊1

東京大学大学院情報学環

山本

隆一＊ 1

柴崎

亮介＊ 3

＊2

茨城大学人文学部社会科学科

＊3

東京大学空間情報科学研究センター

現在，情報ネットワークを基盤にしてイノベーショ

立って各種情報技術とその発展可能性を俯瞰し，最先端

ンを推進しようとする動きが世界的に活性化してい

の情報工学的研究開発の成果を，社会的課題に対して効

る．イノベーションとは，シュンペーター（Joseph A.

率的・効果的に応用するための学際的研究が必要である．

Schumpeter）によれば，生産手段や資源，労働力など

具体的にいえば，組織や地域の境界を越えた技術革新の

をいままでとは異なった仕方で新結合することによっ

連鎖反応を促す共創システム，巨大情報庫の利活用に付

て，新たな価値を生み出すことを意味している．そして

随する知財戦略，安心・安全で信頼できる情報ガバナン

今日活性化しているのは，オープン・イノベーションで

ス，医療福祉や環境分野での IT 利活用に向けた制度設

ある．オープン・イノベーションとは，自らの内部資源

計等の研究課題に，情報学分野における科学研究の総力

のみを活用したイノベーションとは異なり，ネットワー

を結集して果敢に挑戦しなければならない．

クを基盤にして外部資源を有効活用し，複数の主体が協
働して行うイノベーションのことをいう．

そこで本研究プロジェクトは，人文・社会諸科学の学
問的知見を基礎としながら，理学系・工学系における学

本稿では，情報爆発社会においてオープン・イノベー

術研究から積極的に学び，情報科学の研究成果を社会

ションを活性化し，その果実を社会的課題の解決に役

システムに基盤として埋め込むための研究を推進して

立てるための基盤形成を主題とする研究について紹介

いる．

する．

本研究プロジェクトには，情報経済，医療・福祉，安
全・安心，電子行政，政治空間，金融工学など，IT と

情報爆発時代における知識社会形成ガバナンス
「情報爆発時代における知識社会形成ガバナンス」は，

社会との間の相互作用的関係を主題的に研究する，多様
な研究チームが存在する．
研究の遂行においては，理論モデルの実証性と，成果

科研特定領域研究「情報爆発 IT 基盤」下に組織されて

の社会への還元を重視している．すなわち，高度 IT 基

いる研究プロジェクトの 1 つであり，情報爆発時代に

盤技術の社会的有用性を検証するために，科研特定領域

おける新しい社会発展のビジョンをプロアクティブに描

研究「情報爆発 IT 基盤」における他の研究チームと密

き，その実現に向けて技術的，制度的，組織的方法を構

接に連携しながら，実空間における実証実験によって，

想することを目的として研究を行っている．

高度 IT 基盤技術の具現化と制度設計の具体化を図ると

人類が生み出す情報がグローバルな規模で爆発的に増

ともに，政策提言等，社会に積極的に貢献する研究成果

大する情報爆発時代においては，大量の情報を解析し，

を挙げることを目指している．
換言すれば，
実際のフィー

新たな知識を生み出すプロセスのガバナンスのあり方

ルドにおいて実証的研究を推進し，技術的課題だけでは

が，今後の社会発展の規模と方向性を決定づけるといっ

なく，制度的課題や組織・人材面の課題も積極的に考察

ても過言ではないだろう．情報爆発時代にあって，IT

しようとする点が，本研究プロジェクトの大きな特色で

を戦略的に利活用し，いかにして社会的リスクを的確に

ある．

管理しつつイノベーションを持続させることができるの

以下では，本研究プロジェクトの中で，オープン・

か．そしてまた，イノベーションの果実を，深刻化する

イノベーションを支える情報基盤の確立を主題とする

医療福祉の問題や，地球環境問題等の社会的課題の解決

3 つの研究について紹介しようと思う．

に有機的に結び付けることができるのか．
このような課題に取り組むためには，長期的視野に
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インプット
（投入資源）

スループット

する IT の 創出 を目指して

アウトプット

人件費

サービス

サービス

・IT 投資のライ
フサイクルにわ
たる，内部ス
タッフの人件費．

・IT サービスの
供給能力に関
する業績．

・顧客に利用さ
れた ITサービス
に関する業績．

デリバリー

IT支出

アーキテクチャ

・IT投資のライ
フサイクルにわ
たる，IT財等へ
の支出．

・内部組織の IT
アーキテクチャ
に関する業績．

・顧客に利用さ
れたITサービス
のデリバリー
に関する業績．

業務・組織
再編費用

マネジメント

ガバナンス

・IT投資のライ
フサイクルに
わたる，上の2
つを除く支出．

インパクト

（供給能力・体制） （生産物の量や質） （もたらされた価値）

・内部組織のIT
管理に関する
業績．

・顧客に利用さ
れた ITサービス
のガバナンスに
関する業績．

効率性
・行政が受け取
る内部利益．
（効率性や生産
性，
より良い組織
や人材など．）

有効性
・市民や企業が
受け取る価値．
（満足度，節約さ
れた時間など．）

ガバナンス
・市民や企業に
とってグッド・ガ
バナンスか否か．

★

特集

情報爆発時代 における わくわく

【 パート I：情報爆発時代における新しい基盤技術 】

最終アウトカム
（総合的な価値）

財政的価値
・行政の生産性・効率
性向上を通じた効果．

戦略的価値
・戦略目的に照らし
た効果．

政治的価値
・民主主義の発展に
つながる効果．

社会経済的価値

・政策領域／社会領
域ごとの効果．

革新的価値

・ニーズへのより良い
応答につながる効果．

（注）顧客・・・市民，企業，行政．利用者．

知識社会経済システムの共創的発展と
そのガバナンスに関する研究

図 -1 電子行政の測定・評価フレーム
ワーク案

ては，組織内で業務や情報を可視化し，共有化する取り
組みが必ずしも十分に進んでいない．部門横断的な最適
化の取り組みや業務と IT の一体的見直し等がどの程度
実施されているかを分析したところ，情報システムのコ

● 研究の目的
「知識社会経済システムの共創的発展とそのガバナン

ストを可視化している自治体は半数程度，IT 投資の費

スに関する研究」
（研究代表者：須藤修，研究分担者：

用対効果を把握している自治体は 1 〜 2 割程度，業務

田中秀幸，中島直樹，
後藤玲子，
研究協力者：井上創造）は，

と IT の一体的見直しを行っている自治体は 1 割強にす

高速処理と高度なデータマイニングを可能にするディジ

ぎなかった．組織の境界を越えた協働を促すためには，

タル・ネットワークを基盤として，オープン・イノベー

行政の業務とデータ・情報を部門横断的・組織横断的に

ションを通じた社会進化を促し，それを戦略的にガバナ

可視化し，地域間連携や官民連携等を容易にするような

ンスするための社会的基盤を構想するために，理論的・

動機付けを与えることが必要である．

実証的な研究を行い，具体的な政策提言を行うことを目
的としている

1）〜 3）

．

具体的には，予防医療や電子行政という社会的重要性

そのためには，電子行政投資をアドホックに評価する
のではなく，共通の業績測定フレームワークおよび測定
指標を用いて，部門・組織横断的に費用対効果を評価し，

が大きく，地域社会の共創的発展について考察するため

電子行政の全体最適を図らなければならない．そこで

に適した領域を研究フィールドに定め，①ネットワーク

我々は，東京大学産学連携本部サービスイノベーション

を基盤にして複数主体が協働する上での技術的，組織

研究会と連携しながら，電子行政の測定フレームワーク

的，制度的課題をできるだけ実証的に明らかにすること，

および成熟度モデルに関する研究を推進し，政府の電子

②境界を越えた情報・知識交流における高度 IT 基盤の

政府評価委員会において，その研究成果の一部を公表し

必要性・有用性と，その導入・活用にあたっての諸課題

てきた（図 -1）
．なお電子行政とは，行政サービスの効

を明らかにすること，③研究フィールドにおいて新たな

率と効果を高め，民主主義を発展させることを目的とし

知見を得ることによって研究成果を社会に還元するとと

て IT を利活用しようとする行政活動を意味する用語で，

もに，その知見が創出されるプロセス自体を分析対象と

国または自治体の情報化のみを指す用語ではない．
また，

し，イノベーション・プロセスをガバナンスするための

電子政府評価委員会は，IT 新改革戦略評価専門調査会

方策を明らかにすることを目指して研究を行っている．

の下部組織であり，国・地方連携についても積極的な提
言を行っている．

● 価値共創基盤としての電子行政に関する研究

さらに今後，官民のデータ連携による新しい財・サー

まず電子行政に関する研究（須藤・後藤）について述

ビスの創出可能性や，公共施設，病院，学校，介護施設

べておく．ネットワークを基盤にした複数主体の協働に

などの公共的機関の業務での SOA（Service Oriented

よる価値共創を活性化するためには，政府間連携や官民

Architecture）に基づくアウトソーシングによる産業誘

連携が可能な情報基盤が必要であるが，行政部門におい

発効果などに関する検討を進め，行政の業務・情報の共
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有化や柔軟化を促すインセンティブ・メカニズムに関す

データを分析し，分析結果を担当医と患者に提供し，糖

る提言をまとめていこうと考えている．

尿病の悪化の抑止に役立てることを直接の目的にして

ちなみに SOA は，ソフトウェアをモジュール化し，
そのモジュールをさまざまな用途に活用することが可能

いる．
そのために，2006 年から 2007 年にかけて，糖尿病

になるのだが，これは行政業務のみならず，公共施設，

悪化予防に取り組んでいる「カルナ」プロジェクトチー

病院，学校，介護施設などの公共的機関の業務にも活用

ムの医師，福岡県，情報工学研究者，情報経済研究者，

できるし，データセンタを活用した SOA に基づく共同

九州電力グループという「産・官・学」の協力関係を築

アウトソーシングは，地域の中小企業の業務改善にも大

き，福岡県のギガビット・ネットワーク，キュウデンイ

いに資するだろう．

ンフォコムのデータセンタ，
そして科研特定領域研究「情
報爆発 IT 基盤」の InTrigger 基盤を用いて遠隔ネット

● センサネット予防医療実験

ワーク実証実験を行う連携協力体制を組織した．

公共情報基盤について地理的空間に着目して現況を確

その上で，ウェアラブル生体センサと屋内の据え置き

認しておくと，現在，複数の自治体が共同で情報基盤を

センサを用いて患者の生体データを取得し，ZigBee な

構築中である．さらに医療費の増大を抑制するため予防

どのセンサネットワークを用いてデータを Mote から

医療を地域レベルで促進する取り組みが進展しており，

IP-VPN を通してデータセンタに集積し，そのデータを

地域における医療・健康情報の管理も重視されている．

匿名化した上で，大規模コンピュータ・クラスタに連結

SOA を基盤にした電子行政構想に予防医療情報システ

させ，身体運動に関する大量のデータについて高度な分

ムを接続すれば，この地域情報基盤は，行政システムの

析を行い，患者の担当医に解析データを返却し，担当医

みならず，医療・福祉などの機関の経営最適化をもたら

の健康管理指導を支援するという実証実験スキームを設

し，さらにはよりよい新たな IT サービスの創出をも可

計した（図 -2 参照）
．

能にするだろう．

2007 年より実験を開始しているが，まず「カルナ」

このような認識に基づき，我々は，IT を積極的に用

プロジェクト関係者（糖尿病患者と医療従事者）を被

いた予防医療に関する研究を同時並行的に推進してい

験者として第１次実験を開始し，2008 年より特定検診

る．情報経済研究（須藤）
，循環器系医学（糖尿病専門

制度実証実験の被験者を対象とした本格的実験を行う

医の中島），情報工学研究（井上）が中心となり，糖尿

こととし（予定参加被験者数は 100 〜 500 名），現在

病の悪化を抑止する予防医療体制，すなわち，糖尿病

本格的実験の準備を行っている．将来的にはデータ解

の進行に伴う，合併症の防止，病状軽減のために行わ

析を InTrigger 上で行うことを予定しているが，現在

れる第 2 次予防を支援するため，福岡においてセンサ

の実験規模ではデータ量が少なく，大規模計算機資源

ネットワークを活用した健康管理実証実験に取り組んで

を用いる必要性は生じない．したがって第 1 次実験で

いる．

は，被験者につけられた生体センサから得られたデータ

本研究は，高度 IT 基盤を使った複数主体による協働

を，ZigBee などのセンサネットワークを通じて収集し，

的な実験環境を構築し，必ずしも収集が容易ではなかっ

データ分析用サーバにおいてデータ分析を行い，仮説形

た患者の日常的生体データをセンサネットワークによっ

成とその検証という処理を行っている．ちなみに糖尿病

て収集し，糖尿病第 2 次予防のための「科学的証拠に基

悪化予防や生活改善は，画一的なプログラムでは不可能

づく医療」
（Evidence Based Medicine：以下 EBM）

である．個々の病状，性格など個別の治療・健康管理パ

の推進を目的としている．EBM とは，医療従事者の経

ターンをアルゴリズム化する必要がある．センサネット

験と勘に頼るのではなく，臨床の科学的証拠に基づいて

ワークによるデータ収集とその分析はエビデンスに基礎

効果のある医療を行うことを意味する．EBM は，一般

をおいたワン・トゥ・ワンの医療にとってきわめて重要

に，問題の抽出と定式化，
情報の収集と検索，
情報の評価，

な役割を担うことになる．

患者への適用，患者への適用結果の評価という 5 つの

現時点では，被験者とデータ解析者は以下の作業を行

プロセスに分けられる．そのプロセスおよびその反復を

うことになっている．

通じて，新しい知見が抽出され，医療過誤の抑止，医療

• 被 験 者： 被 験 者 は，ZigBee エ ン ド デ バ イ ス・ セ

サービスの質の向上が期待されるものである．

ンサを持って生活をする．被験者の生活環境には，

本研究は，センサネットワークを用いることによって

ZigBee コーディネータとゲートウェイ PC が置いて

従来は容易には収集できなかった，糖尿病患者の日常生

ある．被験者は実験実施者からの依頼により，
時折日々

活におけるさまざまな生体データを収集し，高度なデー

起こった出来事をゲートウェイ PC に入力する．実験

タマイニング技術を用いることにより，さまざまな生体

環境によっては，被験者はコーディネータとゲート
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他 のセンサからのバッチデータ，
データ問合せ，ジョブ投入
コントロールサーバ
カルナ被験者

データ解析者

ゲートウェイＰＣ
Internet

Mote

センサ

センサ

エンド
デバイス

I nT r igger
計算機
クラスタ

ZigBeeコーディネータ
分析データ送信
収集データ送信

ウェイ PC も持ち歩く．

図 -2 福岡センサネット予防医療実験
システム構成

構築デザイン」で示されるように，自治体が共同で地理

• データ解析者：データ解析者は，コントロールサーバ

情報基盤を構築する取り組みも始まっている．SOA を

に集まったデータを元にデータマイニングを行う．今

基盤にした電子行政基盤に，上述した予防医療情報シス

後はデータ量の大幅な増大が予想されるため，データ

テムを接続し，さらにそれを地域の医療情報基盤や地理

量増大に応じて，InTrigger に，大規模計算ジョブを

情報基盤と連動させることができれば，この地域情報基

投入し，得られた知見を医師および患者に提供する．

盤は，行政組織や医療・福祉関連機関等の経営最適化を

現在は，被験者の医療専門機器で測定された医療デー

もたらし，さらには地域社会の共創的発展の基盤として

タ，摂取カロリー，さまざまな生体センサデータ（血

機能するのではないだろうか．このような展望をもって

圧，心拍数，体温，発汗，加速度＜運動量＞）をデータ

情報爆発時代におけるオープン・イノベーションを支え

ベースに蓄積し，個々の被験者の予備的なデータ分析を

る基盤についてさらに考察を深め，IT による社会基盤

行い，仮説形成をしている段階である．今後，心電や屋

の刷新可能性とその課題抽出をできるだけ実証的に進

外でのデータ，オフィスでのデータもできるだけ取得し

め，政策提言をまとめる予定である．

て，生活習慣病の担当医の健康管理指導に役立つ知見を
抽出するための研究を進める予定である．さらに，この
実証実験が一定の成果を収めることができた段階で，こ

電子化診療情報の患者への提供のあり方に関する調査研究

の研究基盤を活用しながら実験フィールドを拡大し，コ

「電子化診療情報の患者への提供のあり方に関する調

ントロールサーバに集まった大量データを元にデータマ

査研究」
（研究代表者：山本隆一，研究分担者：大江和彦，

イニングを行い，予防医療・健康管理サービスの大規模

田中勝弥，研究協力者：Huebner, Ursula）は，医療

な実証実験に発展させたいと考えている．

情報基盤を主題とした包括的な研究を行っている．
医療健康情報は，医学の進歩に伴い，きわめて精度が

● 研究のこれからの展開

高く大量の情報になっている．この情報は，
従来は省略・

先に述べたように，センサネット予防医療・健康管理

要約を行い簡潔な形式で患者に提供されていたが，電子

実験は，産・官・学・民の共創を活性化させ，オープン・

化の進行に伴い，客観情報はすべて提供できるようにな

イノベーションを支える情報基盤を社会に埋め込むため

ることが期待できる．一般の市民にとって大量の情報を

の社会実験としても位置付けられる．
「電子化診療情報

長期間管理することは困難で第 3 者による保管が普及

の患者への提供のあり方に関する調査研究」で述べるよ

する可能性はあるが，診療情報の主権者である患者の判

うに，現在，各地域で共通仕様の医療・健康情報基盤が

断で行われなければならない．つまり少なくとも一度は

整備されようとしている．また，
「空間情報基盤の安定

患者に対して提供され，患者は大量の診療情報に関して

的な構築・維持のための自律分散的地域コミュニティの

一定の理解をし，一時的にせよ管理を行うために情報へ
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病

保 険 者
（健保連，国保連）

病院
レセプトオンライン

健診情報

レセプト
情報

健診
機関

被保険者デ
ータ入力

課題：
入力 ・登録すべき情報の内容
・個人情報保護等ルール
の整備

国・自治体

医師

受診・過去の健康
情報の提供

薬局
薬剤師

電子
処方箋

【保存する情報】
診療データ
（電子カルテサマリー情報）

課題：
・民間へ委託するときのルール等の整備
（現在は民間委託は不可）

診療データ
提供

課題：
・情報へのアクセス手法（個人認証，
ICカード等）
・個人の識別番号

家庭用
健康測定機器

個 人

課題：
・データ分析者の審査基準

個
人
の
健 健
康 康
サ 状
ー 態
課題：
ビ に
ス あ
・保存すべき情報は何か
の わ
・民間業者が満たすべき条件の
提 せ
供

健康情報
の預託

明確化，業法等の整備
・個人情報保護の整備
・個人認証の方法（パスワード，PKI）
・個人アクセス媒体（パソコン，携帯等）

図 -3

自治体，民間事業者等
DB4：診療情報DB

アクセス

アクセス

研究者
研究機関

認証

HPKI

アクセス

DB3：
保険受給資格
確認DB

匿名化
情報

DBを持っていない診療
所等が外部に診療情報
を委託（ASPサービス）

診療所
認証

健診データ
提供

DB2：公益分析DB
【登録する情報】
① 健診情報
（特定，労安，一般）
②レセプト情報
（③個人診療データ）

院

民間事業者
DB1：健康情報DB
【保存する情報】

①健診情報（特定，労安，一般）
た ②ホームヘルス機器
（家庭内，
フィットネス等）
③個人診療データ
（処方箋，レセプト情報
を含む）

地域情報共通プラットホームの全体モデル

のアクセス制限を行う手段が提供され，それを患者がコ

言語解析や検索技術によって解析可能な程度に構造化す

ントロールできる必要がある．これらの問題が解決され

る包括的な形式を J-MIX および HL7 CDAR2 を用いて

ない場合には自身の取得する診療情報の爆発的増加と管

作成した

4）

．

理の破綻が生じる恐れがあり，本人の受動的得失だけで

基本的な EHR を自治体が構築することは住民の健康・

なく，本人の意図しない利用によって被害を受ける可能

医療サービスの充実として重要なばかりでなく，高齢者

性も否定できない．我が国をはじめ先進各国では生涯

医療や介護のリソースの最適化のためにも重要である．

利用可能な健康情報データベース（Electronic Health

幸い自治体の IT 化は着実に進められており，また自治

Record : EHR）の構築に取り組んでいるが，本研究の

体をつなぐ IP-VPN も存在する．各自治体が設置して

目的は，これらの問題点の克服手段としての情報提供の

いる IT 基盤は仕様がさまざまであるが，全国地域情報

あり方を求めるものである．また健康にかかわる社会保

化推進協会が進めている SOA に基づく地域情報共通プ

障を実現するためには個人だけに責務を負わせるだけで

ラットホーム（図 -3）は，基本的な EHR 構築のコスト

なく社会としても健康管理に取り組む必要があり，行政

を低減する可能性が高い．

やアカデミアが利用できる匿名化を前提とした EHR も

本研究で試作した包括的な交換規約は，構造化レベル

構築されなければ十分な効果は期待できない．さらにこ

が低いため，機械的にセマンティックな相互運用性を確

のようなデータベースが安全に運用できる基盤を確立で

保することはできない．しかし，網羅的であり，情報爆

きれば広い意味で新たなニーズの分析が飛躍的に容易に

発研究的な言語解析や高度な検索技術を前提にすれば比

なることが期待できる．

較的容易にハンドリングできる程度には十分構造化され

EHR サービスは社会基盤として整備される必要があ

ている．

り，我が国の場合，自治体が実施することが適切と考え

EHR サービスは前述した社会基盤的な基本サービス

られる．本研究では，自治体サービスとしての基本的

だけではなく，営利ベースの民間による付加的サービス

EHR を①住民の健康管理，②地域医療連携の促進，③

も発展することが期待できるが，この場合，きわめてプ

救急医療での活用，④介護予防での活用，⑤施策根拠と

ライバシに機微な情報である医療・健康情報が特段の法

しての活用，の 5 つのユースケースに分け，モデルを

的規制がない民間に浸透することの是非が問題になる．

構築した．さらに収集情報の基礎として診療情報を自然

医療・健康情報の保護に関しては医療機関等には厳しい
情報処理 Vol.49 No.8 Aug. 2008
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する IT の 創出 を目指して

★

特集

情報爆発時代 における わくわく

【 パート I：情報爆発時代における新しい基盤技術 】

罰則を伴う保護規定が法として定められているが，一般

のデザイン・評価のガイドラインを提案することを主目

の民間事業者は個人情報保護法による規制が存在するだ

的にして研究を進めている．

けである．ハードロウ（拘束力の強い法規制）かソフト

これまで自律的な空間情報基盤を整備・更新する体制

ロウ（個別契約やガイドライン）による解決のどちらが

を地域全体での共同化事業などを通じて実践的に検討し

適切なのか十分検討される必要がある．今後は民間の付

ている大阪府，三重県を対象に調査を実施し，事業に参

加的サービスを含めた EHR サービスのモデル化に拡張

加する各アクターがどのような受益と負担を受けるの

し，問題点の抽出と解決を着実に進め，EHR 構築に資

か，事業全体としての採算性やリスクはどの程度かなど

する提言をまとめる予定である．

を調査してきた．これは，
自律的な空間情報基盤の構築・
更新過程をデザインするためには，
関連する主体が短期・

空間情報基盤の安定的な構築・維持のための
自律分散的地域コミュニティの構築デザイン

中期・長期的にどのような利得と費用（リスクも含む）
を得るのか，さらにどのような条件が加わると行動が起
こるのかを明らかにする必要があるためである．

空間情報とは情報発見の手がかりとして位置や場所に

特にすでに共同化を実施している三重県を対象に上記

着目するアプローチであり，GIS（地理情報システム）

のようなフレームで，
費用などを定量的に評価分析した．

や Google Maps や Earth の基礎になっている考え方

これによると全市町村が参加すると，航空写真撮影でも

である．位置や場所情報の取得を容易に行うためには衛

75％，ベクタデータ作成で 30％の費用削減効果が出て

星測位だけでなく，建物や道路などのランドマーク地物

いる．しかし，こうした費用削減効果には，共同化のと

とその位置，地名と緯度経度（地図座標）との対応表な

りまとめ作業にほぼ専任で取り組んだ県職員らの費用増

どが実際に多く利用されている．

は含まれていない．実際には関連主体の調整コストが大

ランドマーク地物や地名などが記載された共通白地図
（空間情報基盤）は従来，地方自治体により高精度の空

きく，調整コストも考慮した利得・費用分析を行う必要
がある．

撮画像から計測・作成され，地名などは住居表示管理情

利得・費用調査，分析方法に加えて，こうした推定結

報をディジタル化することにより構築されてきた．地方

果から得られる調整費用などの概略の大きさの見積もり

自治体では道路等の施設の維持管理，固定資産税などの

方法，さらに調整費用やリスクを削減するための方策，

課税，都市計画などのためにこうした地図を作成・更新

たとえば，事業のモデル化の方法，制度的フレームのオ

しているが，これらの地図が流通し，Google Maps な

プション（図 -4）などを示すことで，全体を「共同化

どで利用されているのが実情であり，
地図情報の「源流」

ガイドライン」として整理できる

となっている．しかし従来の計測方法ではコストが高く，

を各自治体で実行してもらうことで，共同化が進む効果

ダイナミックな都市や地域の変化に対応して更新するこ

が期待できるが，さらに，ガイドラインを実行したのに

とは困難であり，ITS（高度道路交通システム）におけ

共同化が進まない自治体に対して，フォローアップ調査

る運転支援など新鮮で正確な地図を必要とするアプリ

を行うことで，どのような「見えないコスト，リスク」

ケーションを実現する上でも大きな障害となっている．

があったのかを明らかにすることができ，その見積もり

一方，道路，建物などの地物変化，住所などの表示の

5）

．このガイドライン

方法，
軽減方法をガイドラインに盛り込むことができる．

変化は人間活動の結果であることから，変化情報を保有

従来こうした自律的な共同化は，それを推進するため

する人々や組織（アクター）がその情報を届け出るイン

の政策的な支援も非常に主観的，曖昧なものになってい

センティブが生じるメカニズムデザインを実現すること

た．しかし，
「ガイドラインをトリガにした共同推進と

ができれば，自律的に空間情報基盤は更新され，空間的，

フォローアップ評価」を積み重ねていくことで，実現可

時間的，内容的に拡大することが期待できる．そこで
「空

能性が事象的に裏付けられた政策パッケージを検討する

間情報基盤の安定的な構築・維持のための自律分散的地

ことができると考えている．

域コミュニティの構築デザイン」
（研究代表者：柴崎亮介，
研究分担者：関本義秀，今井修）は，空間情報基盤を自
ら持続的に更新し続けることを可能にするための制度デ
ザインについて，実証的な検討を行っている．

意義と展望
「情報爆発時代における知識社会形成ガバナンス」は，

本研究では，①空間基盤情報の自律的な更新・成長が

科研特定領域研究「情報爆発 IT 基盤」で行われる先進

どのような条件・環境（組織，制度，技術）の下で起こ

的研究成果を自らの研究に連結させて，実証実験に組み

り得るのかを実証的に明らかにすること，②自律的な更

込み，それによって先進的な情報システムを埋め込んだ

新・成長を可能とする制度設計，公共的ビジネスモデル

社会システムの課題について分析し，持続的な社会発展
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（地域におけるポテンシャルを持ち，事業化を考えている主体）

純民間企業
①
（事業モデル）

公益企業
②

③

SPC 方式

ゴールへの
到達状況

ケース

官

官民双方
④

⑥

⑤

協議会方式

⑦

委員会方式

とるべき戦略

備考

①

△

・官の協力を早期に求めつつ，④に移行すべき
・リスクを抑える場合は，企業連合体を組み③の方式に変更すべき

②

△

・単独企業で多様なニーズに答えるには，多額の投資を確保しつつ官の協力が早期に必要
・フリーライダーを防止するための多様な料金戦略が必要

③

○

・官の協力を早期に求めつつ，中長期的に回収可能な収支モデルが必須

大阪府

④

○

・民は短中期的に回収可能な収支モデルが必須であり，官はそれらのモデルに協力する

東京都

⑤

◎

・民は中長期的に回収可能な収支モデルが必須であり，官はそれらのモデルに協力する

⑥

○

・ポテンシャルを持つ企業を見つけるあるいは育成し，リスクの低い⑤に移行すべき

⑦

△

・継続性を確保するためには内部で強制力の強い取り決めと費用分担を構築する必要

を実現するための政策提言を行うことを使命としている．

2008 年 6 月に公表された次世代電子行政構想でも明
らかなように

6）

，データベースやセンサネットワークを

有効に活用し，産官学連携によりイノベーションを活性
化し，新しい価値を創出するための取り組みが積極的に
行われている．本研究プロジェクトでは，これらの動向
を踏まえて，予防医療システムの開発，大規模医療デー
タベースや新たな空間情報のデータベースを連携させ，
地域社会を基盤にオープン・イノベーションを活性化さ
せる，新たな社会的アーキテクチャを構想したいと考え
ている．換言すれば，これまで多くの日本企業があま
んじてきた IT の個別製品化・個別サービス化から脱却
し，社会基盤として IT をバンドル化しようという展望

三重県

図 -4 事業のモデル化と戦略オプシ
ョンの検討例
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を持っている．
テクノロジーは社会のあり方に大きな変化をもたら
し，逆に社会のあり方がテクノロジーの発展方向に大き
な影響を与えてきた．これまで述べてきたように，我々
は，最先端情報科学の研究と社会科学的アプローチを相
互作用させることにより，
制度，
経済，
社会問題を分析し，
新たな知識社会発展に向けたプロセス・ガバナンス（変
革期のガバナンス）に関する研究を推進している．この
ような研究アプローチは，学術的に新たな研究方向を創
出するだけではなく，その研究成果は社会的な貢献を少
なからず果たし得ると期待している．
本稿執筆にあたり，査読を担当してくださった
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