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卒業研究要旨 
  
情報通信技術の発展は、私たちの市民の生活だけでなく、各国政府の今後の政策にも影

響を与えている。特に行政の保有する情報の電子化を背景に、政府がそれらを二次利用可

能な形で公開する動き、いわゆるオープンデータの運動が世界的に広がっている。 
日本では、政府、自治体、市民団体それぞれがオープンデータに関する取り組みを行

っている。まず政府では、オープンデータを推進する上での国全体の方針を策定したり、

自身が保有するデータを公開しているデータカタログサイトを運営したりしている。ま

た、鳥取県ではオープンデータ活用ベンチャー支援事業を予算として組み込み、オープ

ンデータを活用した新産業の創出の支援を行っている。そして、市民団体の一つである

Open Knowledge Foundation Japan では、オープンデータを活用したアイディアコンテ

ストやアプリ開発コンテストなどのイベントの支援などを行っている。 

だが、オープンデータに関するアンケート調査の結果から、これらの取り組みの認知

度は低いことが明らかとなった。一方で、オープンデータを活用した事例を一旦知ると、

是非とも活用したいとの声も多く聞くことができた。つまり、オープンデータを一度認

知すれば、オープンデータを活用したサービスなどを利用する可能性があり、今後のオ

ープンデータに対する期待度は高いと言えるだろう。 

本研究ではオープンデータを活用したサービスの創出を目的に、開発に携わる人々の

円滑なコミュニケーションを実現する方式を提案した。一つでも多くのサービスを開発

し利用してもらうことが、オープンデータ利活用の推進の一つの契機となると考えた。 

そこで、円滑なコミュニケーションを実現するために、情報や思考の整理などに用い

られるフレームワークの一つであるリーン・キャンバスを導入した。次に、提案するコ

ミュニケーション方式の可能性を考えるにあたり、実際に議論されたアイディアを例題

に 2 つの実験を行い評価した。まず、現在主流の時系列に基づいた議論とリーン・キャ

ンバスを含むフレームワークに基づいた議論とを比較し、フレームワークを導入するこ

とが、オープンデータを活用したアイディアを考えるにあたり有効であるかを検証した。

次に、フレームワークのなかでもリーン・キャンバスがオープンデータを活用したアイ

ディアを議論する上で適切であるかを、事業計画策定にしばしば用いられる 6W2H と

比較し検証した。 

2 つの実験の結果から、フレームワークを用いることで、議論の全体の流れが把握し

やすく、またステークホルダー同士の共通理解を促進させる可能性が高いことが示唆さ

れた。また、不確実性の高いアイディアから戦略を策定することができるリーン・キャ

ンバスが、他のフレームワークよりもオープンデータを活用したサービスを実用化する

ための議論を有意義にさせると示唆された。 
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第1章 序論 
 
1.1 研究の背景 
 情報通信技術（IT）の発展により、私たちの生活はより便利に、より快適なものとなっ

た。それだけではない、IT は各国政府の今後の政策にも影響を与えている。 
現在、日本政府はオープンガバメントの取り組みをすすめている。オープンガバメント

とはインターネットを活用し、透明な開かれた政府にしていく取り組みのことである。そ

の取り組みの中でも、公共データを国民や企業が自由に閲覧、利用、改変できるように機

械判読可能な形として公開する動きが特に盛んである。この動きをオープンデータと呼ぶ。

この背景には IT の進展に伴い行政の所有する情報の電子化がなされているという事実も忘

れてはならない。 
 わたしたちが納めている税金がどのように使われているか気になったことはあるだろう

か。最寄りのバス停へ行く前に、バスの遅延状況を知ることができたら良いと思ったこと

はないだろうか。アパートを探す時に、周辺地域の平均家賃、治安状況、最寄りの病院へ

のアクセス方法などの情報を一度に知ることができたら便利だと思ったことはないだろう

か。これらを実現させるのがオープンデータである。 
政府は上記のようなオープンデータを活用したサービスを創出することを推進しており、

公共データを民間へ提供するための環境整備に取り組んでいる。たとえばデータセットを

公開し検索できるデータカタログサイトや、オープンデータを活用したアイディアを募集

するコンテストなどが挙げられる。 
このような環境整備は進めているものの、利用する側である市民や民間企業からすれば

オープンデータを活用しやすい環境が整っているとは言い難い。オープンデータそのもの

の存在を知らない人もいれば、活用したいが技術がなく断念せざるを得ない自治体なども

存在している。そこで、オープンデータを現在よりも幅広い層が活用できる策を講じる必

要がある。 
 
 
1.2 研究の目的 
 本研究では、民間開放された公共データつまりオープンデータを活用したサービスの実

現のためのコミュニケーション方式を提案する。 
オープンデータを活用して新たなサービスを創出するにあたって複数のステークホルダ

ーが存在すると考える。そのステークホルダーとは、オープンデータを提供する行政、開

発技術スキルのある民間企業または市民、オープンデータを活用したアイディアを発案す

る民間企業または市民、そしてアイディアの中で想定される利用ユーザいわゆる顧客であ
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る。各ステークホルダー同士の綿密なやりとりこそがオープンデータを活用したサービス

の創出につながる。 
アイディアを思いついたとしても、使用すべきオープンデータが何であるか分からなか

ったり、実際にサービスを開発するための技術がなかったりする場合、そのアイディアは

アイディアのままで終わってしまい、新サービスの創出には至らない。 
現状はオープンデータ活用のアイディアの実現に向けて全員が議論をする機会は少なく、

あったとしても短期間なものであったり不定期であったりもしくは実用化に至るまで議論

が発展しなかったりする場合が多い。 
そこで、インターネット上でオープンデータ活用に関する議論を行うにあたり、現在主

流である単一スレッド型によるコミュニケーション方式に焦点を充て問題点を抽出し、現

状よりも活発なステークホルダー同士の議論を目指して、情報を整理する際に利用される

フレームワークを導入することを提案する。 
 
 

1.3 研究の構成 
本論文は全 7 章で構成している。 
第 1 章では、序論として本研究の背景および目的を述べる。 
第 2 章では、本研究の前提となるオープンデータに関する知識を 3 つの項目に分けて述

べる。まずは「オープンデータ」という言葉の定義とその意義、つぎに日本および諸外国

におけるオープンデータの利用動向、最後に 3 つ目は企業と学生を対象としたオープンデ

ータの認知度およびニーズ調査の結果である。また、それらを踏まえたオープンデータ利

活用の推進にあたっての重要な要素について述べる。 
第 3 章では、オープンデータを活用する上での本研究のアプローチについて述べる。 
第 4 章では、フレームワークの概要と、提案するコミュニケーション方式に導入するフ

レームワークの選定を行う。 
第 5 章では、提案するコミュニケーション方式の概要について述べる。 
第 6 章では、提案方式を用いた 2 つの実験の概要、結果、考察について述べる 
第 7 章では、結論と今後の展望について述べる。 
 
なお、参考にした文献、WEB サイトなどは文末脚注の形で巻末に示した。 
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第2章 オープンデータの現在 
 
2.1 オープンデータとは 

2.1.1 言葉の定義 
オープンデータという言葉の定義に関して、英国の非営利団体 Open Knowledge 

Foundation『Open Data Handbook Documentation(Release1.0.0)』で以下のように述べ

ている。 
 

 Open Data is data that can be freely used, re-used and redistributed by anyone  
 -subject only, at most, to the requirement to attribute and share alike. [1] 
 
 つまりオープンデータとは誰もが自由に利用、再利用、そして再配布できるデータであ

り、従う必要があるものとしては、作者のクレジットを残すことと同じ条件で配布するこ

との 2 点のみとされている。 
この定義に加えてもう 1 つ明確にすべきことがある。それはデータの保有者についてだ。

現時点の定義では、政府・自治体の保有するデータはもちろん、民間企業や一般市民が保

有するデータについても、誰もが自由に利用、再利用、再配布できるデータであれば、そ

れもオープンデータとよぶことができる。しかし、本研究では開かれた政府を目指すオー

プンガバメントの一環としてのオープンデータであると考えているため現在の定義では不

十分となってしまう。 
そこで、本研究では行政機関が保有する公共データを誰もが自由に利用、再利用、再配

布できるように二次利用可能にしたデータのことをオープンデータと定義する。 
 
 

2.1.2 オープンデータの意義とその効果 
 国がオープンデータを推進する意義として、平成 24 年に策定された『電子行政オープン

データ戦略』[2]において以下の 3 つをあげている。 
 

(1) 透明性・信頼性の向上 
公共データが二次利用可能な形で提供されることにより、国民が自ら又は民間のサ

ービスを通じて、政府の政策等に関して十分な分析、判断を行うことが可能になる。

それにより、行政の透明性が高まり、行政への国民からの信頼を高めることができる。 
 

(2) 国民参加・官民協働の推進 
広範な主体による公共データの活用が進展し、官民の情報共有が図られることによ
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り、官民の協働による公共サービスの提供、さらには行政が提供した情報による民間

サービスの創出が促進される。これにより、創意工夫を活かした多様な公共サービス

が迅速かつ効率的に提供され、厳しい財政状況、諸活動におけるニーズや価値観の多

様化、情報通信技術の高度化等我が国を取り巻く諸状況にも適切に対応することがで

きる。 
 

(3) 経済の活性化・行政の効率化 
公共データを二次利用可能な形で提供することにより、市場における編集、加工、

分析等の各段階を通じて、様々な新ビジネスの創出や企業活動の効率化等が促され、

我が国全体の経済活性化が図られる。 
また、国や地域公共団体においても、政策決定等において公共データを用いて分析

等を行うことで、業務の効率化、高度化が図られる。 
 
 3 つ目の経済の活性化・行政の効率化に関して、日本におけるオープンデータの経済効果

を試算したものを図 2-1 に示した。尚、欧州を対象としたオープンデータによる経済効果予

測を、GDP 比から単純計算し日本に置き換えることにより試算した。 
 

 
図 2-1 オープンデータの経済効果（出典：参考文献[23]） 

 
 
 試算の結果、日本でのオープンデータ市場規模は約 1 兆円～1.5 兆円、また経済波及効果

を含めた試算を行うと約 5 兆円となることが分かる。このようにオープンデータによる経

済効果は大いに期待できることが分かる。 
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2.2 日本のオープンデータの利用動向 
日本のオープンデータの利用動向について 2 つの視点から述べる。まず、世界各国のオ

ープンデータの進捗度と日本のそれとを比較し、世界からみて日本がどのような立ち位置

であるかを明らかにする。次に国内のオープンデータに関する具体的な取り組みを官庁、

自治体、民間の 3 つに分けて紹介する。 
 
2.2.1 世界からみた日本のオープンデータの進捗状況 

 平成 24 年 9 月 18 日に World Wide Web Foundation が Open Data Index とよばれる世

界各国のオープンデータ進捗度の評価を発表した。評価項目と評価内容を表 2-1、図 2-2 に

示した。 
 
 

表 2-1 Open Data Index の評価指標（出典：参考文献[21]） 
オープンデータの進捗度の評価指標 
1 オープンデータのライセンス使用度 
2 貿易支出関連データの公開度 
3 予算・支出データの公開度 
4 医療関連データの公開度 
5 教育関連データの公開度 
6 交通関連データの公開度 
7 統計データの公開度 
8 地図データの公開度 
9 税データの公開度 
10 政府連絡先データの公開度 
11 犯罪関連データの公開度 
12 機械可読データの公開度 
13 オープンデータ戦略の有無 
14 データを活用した新サービスの創出度 
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図 2-2 Open Data Index(出典：参考文献[21]) 
 
日本は 19 位に留まっており、主な減点評価としてオープンデータライセンスの使用度、教

育関連データの公開度、機械可読データの公開度、新サービスの創出度の 4 つが指摘され

ている。 
 
 

2.2.2 各省庁の動き 

 オープンデータに関する取り組みを行っている官庁は、内閣官房、経済産業省、総務省

である。 
 
 内閣官房 
内閣官房では、平成 13 年 1 月に高度情報通信ネットワーク社会推進戦略本部（IT 総合戦

略本部）を設置し、オープンデータに関する取り決めを行っている。平成 24 年 7 月から現

在までのオープンデータに関する取り組みを図 2-3 に示した。 
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 図 2-3 IT 総合戦略本部におけるオープンデータに関する取り組み 
 
 
平成 24 年 7 月に策定された「電子行政オープンデータ戦略」のなかで、公共データは国

民共有の財産であり、オープンガバメント推進のためにも公共データの活用の促進を速や

かに着手し、広く展開することの重要性を述べている。 
 翌年 25 年 6 月に閣議決定された「世界最先端 IT 戦略国家創造宣言」では、革新的な新

産業・新サービスの創出と全産業の成長を促進する社会の実現が必要だと述べている。特

に、公共データの民間開放つまりオープンデータの推進に関しては以下の様に言及してい

る。 
 

行政が保有するデータは信頼性の高い基礎データとして、民間での利用ニーズは高いが、

現状は公開データの二次利用に制約があり、機械判読（ソフトウェアによる解析・処理）

が困難なデータが多い、目的のデータの有無や所在が分かりにくい、ビジネス等に活用

できる多くのデータが公開されないままになっている等の要因から、公共データが十分

に利用されていない。公共データの民間開放（オープンデータ）及び公共データを自由

に組み合わせて利活用可能な環境の整備を早急に推進する必要がある。[2] 
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 そこで、前述の「電子行政オープンデータ戦略」に基づくロードマップを策定、公表し、

オープンデータの利活用の促進を図ると述べられている。また平成 26 年度及び平成 27 年

度の 2 年間をオープンデータに関する取組集中期間と位置づけ、平成 27 年度末までに他の

オープンデータ先進国と同水準の公開内容を実現することを目標としている。 
 「電子行政オープンデータ推進のためのロードマップ」は「世界最先端 IT 戦略国家創造

宣言」が出された日に公表された。ロードマップとは図 2-4 で示す各府省による平成 25 年

度以降のオープンデータの推進の仕方を整理しまとめたものである。 
 

 

図 2-4 電子行政オープンデータ戦略のためのロードマップ(出典：参考文献[14]) 
  
 ロードマップでは、電子行政オープンデータ推進のための具体的な取り組みを 5 つに分

類してある。それは、「二次利用を促進する利用ルールの整備」、「機械判読に適したデータ

形式での公開の拡大」、「データカタログ（ポータルサイト）の整備」、「公開データの拡大」、

「普及・啓発・評価」である。このロードマップに従って、各府省が様々な取り組みをは

じめている。 
 特に、IT 総合戦略本部ではロードマップの「データカタログ（ポータルサイト）の整備」

に関しては、平成 25 年度上期から下期の期間にまたがる「試行データカタログ（ポータル

サイト）の公開」を実行に移した。それが平成 25 年 12 月に公開したデータカタログサイ
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ト試行版 DATA.GO.JP である。 
 DATA.GO.JP は、各府省が保有するデータをオープンデータとして利用できる場であり、

データの提供側・利用側双方にオープンデータのイメージを分かりやすく示すことを目的

としている。同時に、このサイトの利用者の意見をもとに本格的なデータカタログサイト

の整備に向けた検討も行う予定である。 
 
 経済産業省 

経済産業省では、前述のロードマップに基づいたオープンデータに関する取り組み

を 6 つのカテゴリに分類している。「保有データの提供」、「技術や制度の検討」、「デ

ータポータルサイトの構築」、「ユースケースの創成と共有」、「住民や事業者による利

活用」、そして「ニーズや課題の把握」である。この 6 つの項目に対して経済産業省

は平成 24 年度 4 つの取組みを行った。これらのカテゴリと取り組みの対応図を図 2-5
に示した。 

 

図 2-5 経済産業省のオープンデータに関する取り組み（出典：参考文献[8]） 
 
 
 
 



15 
 

いくつかある取り組みの中でも Open DATA METI とオープンデータ IDEA 
BOX を取り上げ、それらについて述べる。 

Open DATA METI は経済産業省が保有するデータを公開しているデータカタ

ログサイトである。平成 26 年 1 月現在、公開データセット数は 1642 件にのぼり、

Open DATA METI は図 2-6 で示した Open DATA METI 構想に基づいて運営を行

っている。 
 
 

 

図 2-6 Open DATA METI 構想（出典：参考文献[8]） 
 
 

次にオープンデータに関する幅広い議論を行うオープンデータ IDEA BOX を紹介す

る。オープンデータ IDEA BOX は、内閣官房、総務省、経済産業省が運営するオープ

ンデータに関する意見を募集するサイトである。従来までは有識者や産業界、行政機

関、オープンデータ推進団体の参加者等に対してオープンデータ推進に関する意見を

聞いていたが、広く一般からオープンデータに関する意見やアイディアを募集するた

め、この取り組みを実施した。 
 オープンデータ IDEA BOX は平成 25年 2月 1日から 2月 28日までの期間を限定し
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て運営を行った。サイト内では、議論テーマを 6 つのカテゴリに分けて意見やアイデ

ィアを募集した。具体的なカテゴリとそれぞれの投稿数は、「公共データの利活用アイ

ディアを議論」36 件、「公開希望公共データを議論」41 件、「データの公開や利用のル

ールを議論」14 件、「全体的な議論」16 件、「オープンデータの成功事例」7 件、「そ

の他」9 件の全 123 件であった。 
 オープンデータ IDEABOX にて投稿されたアイディアは、マインドマップ化させ、

電子行政オープンデータ実務者会議等に提出される予定である。 
 
 総務省 

 情報通信を所管する官庁として総務省では、オープンデータ流通環境の整備を行っ

ている。具体的には、オープンデータ実証実験、オープンデータ流通推進コンソーシ

アムとの連携である。加えて、先行的取り組みとして総務省が所有しているデータの

オープンデータ化もしている。以上の取り組みをまとめると図 2-7 となる。 
 

 
図 2-7 総務省のオープンデータに関する取り組み(出典：参考文献[13]) 

 
 
 3 つの取組みの中でも特に注目すべきはオープンデータ実証実験である。オープン

データ推進集中取組期間である平成 24 年度と 25 年度の 2 年間で 12 の実証実験を行

い、公共データをオープンデータ化させた。たとえば、自治体行政情報、社会資本情

報、観光情報、防災情報、公共交通情報、統計情報・データカタログ、花粉症関連情
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報の 7 つが平成 25 年度にオープンデータ化されている。さらに、平成 26 年 2 月に

は前述の 7 つのオープンデータ化された公共データを活用した、総務省、オープンデ

ータ流通推進コンソーシアムの共同主催のオープンデータ・アプリコンテストが開催

される予定である。 
 このように総務省では、公共データをオープンデータ化させる実証実験から、オー

プンデータの利活用を促進するイベントの主催まで幅広く行っている。 
 
 

2.2.3 自治体の動き 
 平成 26 年 1 月現在、日本のオープンデータを開始している都市は 22[34]あり、最初のオ

ープンデータ都市は福井県鯖江市とされている。そこでオープンデータに関する自治体の

動きとして福井県鯖江市の事例をとりあげる。 
 福井県鯖江市では「データシティ鯖江」を掲げ、様々なオープンデータに関する取り組

みを行っている。それは市が保有するデータを公開し、それを活用したアプリの開発コン

テストを開催している。アプリコンテスト内では、鯖江市内の公園など公共施設にあるト

イレや、市内に設置されている AED の設置場所を地図上に表示させるアプリなどが作成さ

れた。 
 
 

2.2.4 市民団体の動き 
 続いて市民団体のオープンデータに関する取り組みについて 2 つの団体を例に述べる。 
 
 Open Knowledge Foundation Japan 

 Open Knowledge Foundation Japan（以下「OKFJ」とする）は、Open Knowledge 
Foundation 日本支部の位置づけとして、オープンデータとオープンガバメントを推進する

団体である。OKFJ のミッション・ステートメントとして公式ホームページ[35]で以下のよ

うに記している。 
 

政府保有データを始めとする多様なデータの生成・公開・利用を支援する。データの活

用を通じて人の行動やシステムの挙動が、より洗練され事実に基づいたものとなり、経

済、人々の生活、民主主義、学術研究などの質が向上した社会を実現する。 
 

これを踏まえて、OKFJ では 3 つの事業を主に行っている。１つ目はオープンデータの

活用に関するステークホルダー（エンジニア、行政の担当者、研究者、利用者層に近い人

など）が議論し、互いを知ることのできる機会を設けること。2 つ目はオープンデータ関連

イベントの支援。そして 3 つ目はブログによる情報発信である。 



18 
 

まずステークホルダー同士の議論の場の提供に関しては、オープンデータトークシリー

ズとして、自治体のオープンデータに関する最近事例などの紹介や会場での意見交換が行

われている。次にイベントの支援については、後述の LOD チャレンジのサポーターなどを

務めている。最後に情報発信については、OKFJ ニューズレターと題し、オープンデータ

およびオープンガバメントに関する動きを月別に投稿している。 
 
 LOD チャレンジ（Linked Open Data Challenge） 

 LOD チャレンジは、Linked Open Data（以下「LOD」とする）を活用したアイディア

やサービスの開発、データ作成を促進しており、LOD の普及促進を目的としたコンテスト

を毎年開催している。 
 LOD チャレンジ公式サイト[36]によると、LOD とはコンピュータがオープンデータを処

理しやすい形式で共有する新しい方法と示されている。LOD の利活用とオープンデータに

共通するのは、データ形式の重要性という点にある。 
現在、国や自治体は保有するデータを公開してはいるものの、利用者が利用しやすい形

式で公開されているデータは多くない。たとえば、PDF 形式やワード形式など、利用者が

自らデータを編集したり加工したりする必要があるデータなどだ。つまり、LOD が普及す

ることは、オープンデータを利用しやすい形で公開されやすくなり、結果としてオープン

データの活用の推進につながると言える。 
 
 

2.2.5 日本のオープンデータ活用の成功事例 
最後に、オープンデータを活用し実際にサービス化された事例を 2 つとりあげる。 
 
 税金はどこへ行った？（図 2-8） 

 税金はどこへ行った？（Where does my money go?）は、わたしたちが払った税金

が一日あたりどこにいくら使われているかを知ることができるサービスである。この

サービスは、GLOCOM、国際大学グローバル・コミュニケーション･センターとよば

れる研究所で開催されたオープンデータ活用ハッカソンで作られた。 
 平成 24 年 6 月 30 日に横浜版がローンチされ、これを契機に千葉市、福岡市など市

町村別のサービスが次々とローンチされており、現在 71 の自治体でサイトが立ち上

がっている。 
 このサービスをローンチするにあたり使用したオープンデータは、各自治体の予算

データ・決算データである。 
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図 2-8 税金はどこへ行った？のページ画面 

 
 5374.jp（図 2-9） 

 「いつ、どのゴミが収集されているのか？」をキャッチコピーに、今日から一番近

いゴミの日とどのようなゴミを出すべきかを表示させるサービスである。地域の抱え

る問題を ITで解決する市民団体Code for Kanazawaが石川県金沢市のゴミ問題の解

決を目的に開発したスマートフォン向けアプリケーションである。このアプリケーシ

ョンのソースコードは公開されており、自由に利用、改変することができる。 

 
図 2-9 5374.jp の紹介ページ画面 



20 
 

2.3 海外のオープンデータの利用動向  
 前述の Open Data Index からも分かるように、日本に比べ諸外国ではオープンデータの

取り組みがさかんである。特にアメリカとイギリスではオープンデータ先進国として先陣

を切っている。そこで、アメリカとイギリスのオープンデータに関する政策について述べ

る。 
 

2.3.1 アメリカ 
アメリカでのオープンデータへの取り組みはオバマ大統領から始まったとされている。

平成 21 年 1 月 21 日、オバマ大統領就任式の翌日に、透明でオープンな政府つまりオープ

ンガバメントの重要性について各行政機関に宛てた指令の中で次のように述べている。 
 
私は私の政権をこれまでにないレベルのオープンな政府とすることを誓う。私たちは国

民から信頼され、透明で市民参加と協働を促進するシステムの確立を、共に協力して実

現しなければならない。オープンであることによって、私たちの民主主義はさらに強固

なものになり、政府の効率性と有効性を高めることができる。［41］ 
 
つまり、Transparency（透明性）、Participation（国民参加）、Collaboration（官民連携）

の 3 原則を重要視しており、これを契機にオープンデータ運動の基礎でもある Open 
Government Initiative がはじまったとされる。事実、この指令を出した同年 5 月には政府

の保有するデータを公開するデータポータルサイト data.gov を公開している。 
また、同年 12 月に Open Government Directive とよばれる各政府機関に対してデータ

をオンラインで公開するよう指令をし、data.gov で入手できるデータを大幅に増加させた。

Open Government Directive で指示した具体的な取り決めは以下のとおりだ。 
 
 45 日以内に各政府機関は、最低でも 3 種類の高付加価値なデータセットで、これま

で未公開あるいはダウンロードできなかったものを、オープンな形式でオンライン

にて公開し、Data.gov に登録すること 
 60 日以内に各政府機関は、http://www.[agency].gov/open という場所にオープンガ

バメントの Web サイトを構築し、Open Government Directive に関する活動のゲー

トウェイとして機能させること[41] 
 
 各政府機関はこの指令に基づきアクションを起こし、平成 24 年 10 月時点の Data.gov に

登録されているデータセット数は 4767 件にも及ぶ。 
 また政府は州や地方政府のデータセットをData.govに統合するための cities.data.govを

新設し、アメリカの 4 大都市が本格的に動き始め、地方政府のデータポータル統合が本格

的に動き始めている。 
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2.3.2 イギリス 
 図 2-10 で示すように、欧州各国では平成 15 年からオープンデータに関する取り組みが

進められており、その中で最も早く取り組みを開始したイギリスに注目をする。 
 イギリスでは、EU 指令に従って平成 17 年頃から法制度の整備等をはじめた。平成 22
年には、オープンデータポータルサイト data.gov.uk を開設し運営を始めている。また同年

5 月に就任したキャロン首相は「透明性アジェンダ」を発表し、これを契機にイギリスのオ

ープンデータへの取り組みがさらに積極的なものとなった。 
 たとえば、キャメロン首相から各府省へ宛てたレター（書簡）により公開データの指定

がなされている。このレターは平成 22 年 5 月と翌年 7 月の 2 回出されており、現在でもこ

のレター内容がイギリスのオープンデータ取り組みの主軸にもなっている。ここで挙げら

れている指定公開データは、学校の教育パフォーマンスを評価できるデータ、道路に関す

るリアルタイムデータ、かかりつけ医（GP）の成果を比較できるデータなど幅広い分野に

及んでいる。 
 
 

 
図 2-10 欧州のオープンデータの流れ（出典：参考文献[24]） 
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 加えて、平成 12 年に施行された情報公開法を平成 24 年にオープンデータに対応したも

のへと改正している。具体的な記述としては以下のとおりである。[24] 
 

(a) 申請者が政府機関に対して情報を求める場合において、当該情報が政府機関が保有す

るデータセットまたはその一部である場合であり、 
(b) 当該申請を行うにあたり、申請者が、申請者への情報のコピーの提供を行う手段とし

て、電子的形態により行われることを希望する場合、 
政府機関は、合理的に実践可能な限り、情報を再利用可能な電子的形態により提供しな

ければならない。 
 
 このようにイギリスでは、国の法制度からオープンデータに適応した環境整備を行って

いる。 
 
 

2.3.3 海外のオープンデータ活用の成功事例 
  
 illustreets 

illustreets とは、イギリス国内で最も住みやすい場所を探すための Web サービスである。

平成 25 年 9 月にサービスを開始し、開始月に 6000 アクセス数を超えている。 
このサイトは、図 2-11 と図 2-12 に示したように、地図をベースに独自の指標に基づいた

生活水準を色分けして表示する。生活水準の指標は、平均不動産価格、賃貸料、学校や病

院などの主な施設までの最短距離および所要時間、犯罪率などの治安状況、人口などに基

づいており、検索ページ上にタスクバーとしてそれぞれの項目をみることができる。 
illustreets は各府省から公開されている公共データを元につくられている。具体的には、

Ordnance Survey（陸地測量部）、the Department of Education（教育省）、Ofsted（第三

者による学校評価機関）、Office for National Statistics（国民統計局）、Police（警察）のオ

ープンデータである。これらはいずれも前述したイギリス政府のオープンデータポータル

サイト DATA.GOV.UK から利用することができる。 
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図 2-11 illustreets の概要その 1 

 

 
図 2-12 illustreets の概要その 2 
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 Find The Best –Compare Universities- 
次に紹介するのは様々なカテゴリに関する比較サイト Find The Best である。たとえば、

大学を選ぶ際に必要となる比較要素を提示しているページが図 2-13 である。これはイギリ

ス国内に点在する大学をいくつかの項目で評価をし、総合評価が高い順にランキング付け

を行っている。評価指標は、在学生に対する学生満足度、卒業生の平均給与、大学入学試

験の平均点などである。これらの評価指標は政府機関などから公開されているデータを使

用している。 
 

 

図 2-13 Compare Universities の検索結果画面 
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2.4 国内のオープンデータの認知度と今後の期待 
 前述のとおり、日本国内において政府や自治体、民間でオープンデータに関する取り組

みがされていることがわかった。しかしながら、実際に現時点でオープンデータを知って

いる人々がどのくらいいるのだろうか。また、今後のオープンデータの動きに注目や期待

をしているのだろうか。 
そこでオープンデータ自体の認知度とニーズについての調査結果および結果から導き出

したオープンデータに対する認知と期待について述べる。 
 まず調査対象者を自治体と学生の 2 つに分類し調査を行った。前者は、平成 25 年 9 月に

株式会社 JMA ホールディングスが調査した「オープンデータのアンケート調査」を参照し

た。後者は、静岡大学情報学部生を対象として絞りアンケート調査を実施した。 
 

2.4.1 株式会社 JMAホールディングス株式会社による調査結果 

 自治体におけるオープンデータに関する動向等を把握することに目的として調査が実施

された。調査概要を株式会社 JMA ホールディングス株式会社「オープンデータのアンケー

ト調査」より引用する。[39] 
 
調査対象・方法・時期 
 都道府県、23 区、市(858 団体)に対して、郵送配布、FAX 等による回収（一部催促） 
 9 月 25 日配布、概ね 10 月末を目途に回収 
調査内容 
 自治体におけるデータ管理の現状 
 オープンデータに対する認知度、オープンデータに対する取組の現状 
 オープンデータ取組にあたっての課題 など 
回収状況 
 配布数 858 団体 
 回収数 101 団体 
 回収率 11.8% 
 
 以上の概要をふまえ、本研究で焦点をあてているオープンデータの認知度とニーズに関

する項目に限定して調査結果を示す。 
 まず、オープンデータに関する様々な取組についての認知度については図 2-14 の結果と

なった。全 12 項目の平均値を算出すると、「よく知っている」が 5.9％、「概ね内容を知っ

ている」が 18.4％、「名前をきいたことがある」が 25.3％、「知らない」が 49.0％、「無回

答」が 1.0％となった。つまりほぼ半数の自治体がオープンデータそのものを知らないこと

が明らかとなった。 



26 
 

 
図 2-14 オープンデータに係る事例の認知度 

 
 次に、実際にオープンデータに係る取り組みを行っているかどうかという質問では図

2-15 に示すような結果がでた。円グラフから読み取れるように、アンケートに回答した自

治体の約半数がオープンデータに関心はあるが実際に取り組んでいないことが明らかとな

った。 
 

図 2-15 オープンデータ取組実施数 
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 これらの調査結果より、オープンデータ自体の認知度は低いものの、知っている自治体

の中では、オープンデータに係る取り組みの推進をする予定あるいは既に着手している自

治体が全体の約 8 割強存在することが明らかとなった。これより、自治体におけるオープ

ンデータへの期待は高まっていると考えられる。 
 
 

2.4.2 静岡大学情報学部生を対象とした調査結果 

 2013 年 12 月 12 日に静岡大学情報学部 IS プログラムの授業「プロジェクトマネジメン

ト」受講生 43 名を対象としたアンケート調査を実施した。 
 まず、オープンデータという言葉を知っているか否かに関して質問を行い、その回答を

図 2-16 に示した。結果、約 8 割の生徒がオープンデータという言葉自体を知らないことが

わかった。 
 

 
図 2-16 学生アンケート問 1 に対する回答 

 
 続いて、第 2 節 2項および 3 項で述べた国内外のオープンデータを活用したサービス（「税

金はどこへ行った？」「illustreets」「Find the best」）の認知度と、それぞれのサービス内

容を紹介した後、実際にそのサービスを利用したいかどうかを調査した。これらの回答結

果を図 2-17.2-18.2-19 に示した。 
 

81% 

19% 

【問1】「オープンデータ」という言葉を知っていますか？ 

知らない[35] 

知っている[8] 
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図 2-17 「Where does money go?」の期待度 
 
 

 
図 2-18 「illustreets」の期待度 

 

 

図 2-19 「Find the Best」の期待度 
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3 つすべての事例に対して「利用したい」「どちらかといえば利用したい」と回答した人

が 7 割を超えた。 
 さらに上記の質問を踏まえて問 8 として「オープンデータについてもっと知りたいと思

いますか？」という質問をしたところ、図 2-20 の示すように、全回答者のうち 9 割を超え

る学生が「知りたい」「どちらかといえば知りたい」と超えた。 
  

 
図 2-20 学生アンケート問 8 に対する回答 

 
 さらに「知りたい」「どちらかと言えば知りたい」と答えた学生に、具体的にどのような

ことが知りたいかを質問した。選択肢は「自分でもオープンデータを元にサービスを作る

ことができるかどうか」「オープンデータに関するイベントがあるかどうか」「オープンデ

ータに関する活動をしている団体があるかどうか」「オープンデータを元に作られたサービ

ス・アプリについて」「どのようなオープンデータが公開されているのか」の 5 項目を設け、

複数回答できるものとした。その結果を図 2-21 に示した。 
 

 
図 2-21 オープンデータに係る取り組みに対する期待 

 

43% 
54% 

3% 0% 

【問8】オープンデータについて 
もっと知りたいと思いますか？ 

知りたい[15] 

どちらかと言えば知りたい
[19] 
どちらかと言えば知りたくな

い[1] 
知りたくない[0] 
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 5 項目のうち「オープンデータを元に作られたサービス・アプリについて」「どのような

オープンデータが公開されているのか」の 2 項目に票数が集まった。 
 以上の学生調査を踏まえると、現在オープンデータに対する認知度は低いが、今後オー

プンデータについて知りたいと思う学生は多く存在し、オープンデータに対するニーズは

あると言えるだろう。 
 
 
2.5 オープンデータ利活用推進のための 7 要素 
 現在、様々なオープンデータの利活用を促進するための活動が行われており、また自治

体や市民の間でもオープンデータに対する期待が高まっていることが明らかとなった。 
 それでは、今後さらにオープンデータの利活用を進めるにあたって考えるべき要素は何

であろうか。Open Knowledge Foundation Japan 代表でもあり国際大学 GLOCOM 主任研

究員の庄司昌彦氏によると、利活用・普及のために重要な要素が７つあると述べている。

それは図 2-22 で示した、「インセンティブ提供」、「ユーザーグループ／コミュニティの形

成」、「事業化支援・中間支援」、「創造性の発揮」、「認知向上」、「社会課題中心アプローチ」、

「リテラシー底上げ」である。  
 

 
図 2-22 推進にあたっての重要な要素（出典：参考文献[20]） 
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1. 社会課題中心アプローチ 
オープンデータを利活用するにあたって、現在抱えている地域の課題や市民の課題

などを考え、その課題を解決するための手段としてオープンデータを用いること。 
例えば、ゴミ問題を解決するために開発された 5374.jp がそのひとつである。市民の

課題を集めて、課題を整理・分析し、ソフトウェアやハードウェアを開発する市民団

体 Code for kanazawa の事業内容がこの要素にあてはまる。 
 

2. 創造性の発揮 
 オープンデータを利活用した新サービスのアイディアを考えたり練り上げたりする

こと。前述のオープンデータ・アプリコンテストや、LOD チャンレンジなどがそれに

あたる。またアイディアソンやハッカソンも該当する。 
アイディアソンとは、複数のメンバーでグループを作り、メンバー全員でアイディ

アを出して練り上げていく参加型イベントを指す。またハッカソンとは、1 日で 1 つの

アプリを作り上げるというプログラマ向けの短期集中型アプリ開発コンテストである。 
 

3. ユーザーグループ／コミュニティの形成 
 オープンデータを活用した新たなサービスを創出するにあたって、複数人でグルー

プやチームを構成すること。他の要素である社会課題中心アプローチと創造性の発揮

を実現させるためには、多くの人々を巻き込み行うことが重要である。また一方で、

アイディアソンはグループを作った上でアイディアを練り上げていくため、「創造性の

発揮」や「社会課題中心アプローチ」から「ユーザーグループおよびコミュニティの

形成」につながることも考えられる。 
 

4. 事業化支援・中間支援 
 実際にサービス化した後の運営を支援すること。または、アイディアをサービス化

するために必要な事項を支援すること。 
 事業化支援について、鳥取県では平成 25 年度予算にオープンデータ活用ベンチャー

支援事業を盛り込んでいる。具体的な事業費は 1970 千円で、鳥取県公式サイト[40]に
よれば、オープンデータ活用による新産業創出のためのプラットフォームを構築し、

県内ベンチャー企業等による新産業創出を目的としている。 
 

5. 認知向上 
認知向上とは言葉通り、オープンデータ自体の認知度をあげることだ。前節でニー

ズ調査を行った通り、あくまでも技術者や専門家の間での認知に留まっており、浸透

していないのが現状だ。 
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6. リテラシー底上げ 
オープンデータに関する知識を有しており、また利活用できる能力の底上げ。 

 
7. インセンティブ提供 
 インセンティブ提供とは、オープンデータを利活用したアイディアもしくはアプリ

ケーションをコンテンストに応募し、受賞すると賞金という金銭面報奨を得ることが

それにあたる。 
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第3章 本研究のアプローチ 
 
3.1 利活用推進のためのコミュニケーションの重要性とアプローチ 
 前章で述べたオープンデータ利活用推進のための 7 要素には重要な共通項がいくつか考

えられ、そのひとつとしてコミュニケーションが挙げられる。7 要素とコミュニケーション

の関係性を図 3-1 に示した。 
特に 7 要素の中でも、「ユーザーグループ／コミュニティの形成」、「事業化支援・中間支

援」、「創造性の発揮」はオープンデータを活用した新たなサービス創出に直接的に関係し

ている。たとえば、創造性の発揮の事例のひとつであるアイディアソンでは、オープンデ

ータを活用したアイディアを複数人で練り上げており、互いの意思疎通のためのコミュニ

ケーションは必要不可欠だ。また、社会課題中心アプローチで取り上げた Code for 
Kanazawa の取り組みにおいて、金沢市民の抱える課題を集める段階で、Code for 
Kanazawa のメンバーと市民とのやりとりがなければ、事業活動そのものができない。 
 以上をふまえて、7 要素の根底のひとつであるオープンデータの利活用に係る人同士のコ

ミュニケーションは重要であることがわかる。 
 

 
図 3-1 オープンデータ推進 7 要素とコミュニケーションの関係性 

 
 



34 
 

高木聡一郎氏もコミュニケーションの重要性について以下のように述べている。 
 
データを活用するのは民間利用者であるため、政府と民間利用者とのコミュニケーシ

ョンを確立するとともに、利用者間のネットワークを形成する「コミュニティー・ビ

ルディング」が重要と思われる。利用者には、大手 IT 企業から、個人事業のエンジニ

ア、ネット企業などさまざまな利用者があり得る。また、すでにさまざまなデータを

加工・編集してビジネスを行っているコミュニティーも存在する。こうした公共デー

タの潜在的利用者のネットワークを作り、データの利活用を積極的に働きかけていく

ことが重要であろう。[4] 
 
そこで、本研究ではオープンデータの利活用推進に対してステークホルダー同士のコミ

ュニケーションからアプローチする。 
 

 
3.2 ステークホルダーの分析 
では、実際にどのようなステークホルダーが存在するのだろうか。高木氏は表 3-1 に示し

たステークホルダーが存在すると考えている。まず政府と民間利用者の 2 つに分け、民間

利用者をさらに 4 つに分類している。それが、大手 IT 企業、個人事業のエンジニア、ネッ

ト企業、オープンデータに関する事業を既に行っているコミュニティである。 
しかし、この分類に基づいたステークホルダー同士のコミュニケーションを考察してい

く上で 2 つの問題が生じる。 
まず、高木氏によるステークホルダーの分類の場合、政府と民間利用者とのコミュニケ

ーション、民間利用者と民間利用者とのコミュニケーションと 2 つの独立したコミュニケ

ーションと解釈でき、ステークホルダー全体でのコミュニケーションではない。また、民

間利用者と一言で表現した場合、オープンデータの加工・編集を行う民間の企業、サービ

ス開発技術を提供する個人事業のエンジニアなどのように、どの立場からオープンデータ

の活用に携わっていくかを正確に把握することができない。 
そこで、本研究では、ステークホルダーがどのような役割・立場からオープンデータの

利活用に携わっているかという観点から分類を行い、その結果を表 3-2 に示した。 
分類の結果、オープンデータを提供する者（以下「データ提供者」とする）、オープンデ

ータを活用したサービスのアイディアを発案する者（以下「アイディア発案者」とする）、

実際にサービスを創出するために必要な開発技術を有している者（以下「開発技術者」と

する）、そして発案されたアイディアの想定利用ユーザ（以下「顧客」とする）の 4 人が存

在することが明らかとなった。 
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表 3-1 高木聡一郎氏によるステークホルダーの分類 

 
 

表 3-2 本研究におけるステークホルダーの分類 

 

 
 

3.3 ステークホルダーの抱える課題 
次に、各ステークホルダーが現在抱えている課題について考えた。各立場からの問題点

は以下のとおりである。 
 
 データ提供者 
・民間企業や市民が本当に求めているデータは何であるか、ニーズを把握しきれていな

い。 
・公開したデータを市民にも利用してもらいたいが、アプローチの仕方が分からない 
 
 アイディア発案者 
・オープンデータ活用のためのアイディアはあるが、開発技術を持ち合わせおらずサー

ビス実現まで至らない。 
・漠然としたアイディアはあるが、きちんと整理できず専門家などに聞きたいが、そう

いう機会はあまりない。 
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・発案したアイデイアを顧客が実際に利用したいかどうかヒアリングするには手間がかか

る 
 
 開発技術者 
・開発技術はあるが、アイディアが思いつかない 
・開発する上で使いやすいデータがあまりなく、自ら編集・加工するという作業をしな

ければならい。 
 
 顧客 
・アイディアを実用化させるプロセスの間の議論に積極的に参加したいがどうすればい

いかわからない。 
 
 これらの課題の背景にはステークホルダー同士のコミュニケーション不足があると考え

られる。 
たとえば、アイディア発案者の原案をデータ提供者と開発技術者に提示することができ

れば、実現するために必要なオープンデータはなにか、技術的に開発することのできない

機能は何であるかなどの議論が可能となり、最終的に単なるアイディアを実現可能なレベ

ルまで練りあげることができる。また、データ提供者がどの公共データを優先的に公開し

ていけばよいか分からないという問題についても、アイディア発案者のアイディアを知る

ことでリアルタイムに人々が求めるデータが何であるかを知ることができる。さらに、開

発技術者がデータ提供者に対して、利用しやすい形式が何であるかを伝えることができれ

ば、開発技術者がサービス開発に専念することができる。 
だが、単にステークホルダー同士がコミュニケーションをできる機会を設けさえすれば、

問題が解決するとはいえない。たとえ機会を設けたとしても、各ステークホルダーの有す

る知識や情報は異なるという点から相手の発言が理解できなかったり、自分の意見が相手

に伝わらなかったりする可能性が十分に予想される。 
それでは、相手の意見を理解し、自分の意見を相手に正確に伝えるためには何が必要な

のであろうか。必要なのは互いの「共通理解」である。共通理解とは、ある物事（ここで

は意見）に対して誰もが同じ解釈をするということを示す。 
つまり各ステークホルダー同士のコミュニケーション不足を解消させるためには、それ

ぞれが同じスタート地点に立ち、同じ言葉を使うことが必要である。このように共通理解

を図った対等なコミュニケーションを確立することが、オープンデータの利活用の促進へ

の第一歩となる。 
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3.4 問題解決のためのコミュニケーション構造の提案 
オープンデータ利活用の推進における課題であるステークホルダー同士のコミュニケー

ション不足を解消するためのコミュニケーション構造を提案する。このコミュニケーショ

ン構造を、「オープンデータを活用したサービス開発のためのコミュニケーション構造」

（Communication Structure for Developing Service Utilizing Open Data）と定義する。 
このコミュニケーション構造は図 3-2 で示した三段階構成となっている。 
一段階目は、オープンデータとその利用に関する知識の開示である。たとえば、どのよ

うなデータセットが公開されているのか、オープンデータを活用した成功事例はどのよう

なものがあるのかなどが挙げられる。この段階に関しては、前章で述べた通り、現在政府、

自治体、市民団体が様々手段で行っている。 
次の段階として、対等なコミュニケーションの実現のために、ステークホルダーの共通

語としてフレームワークの導入を行う。フレームワークとは情報や思考の整理、また共通

理解を図る上で役立つ枠組みのことである。対等なコミュニケーションとは、誰もが自由

に参加でき、また議論されている内容を誰もが理解できるということを示す。たとえば、

データ提供者と開発技術者だけが理解でき、アイディア発案者に理解できない議論は対等

なコミュニケーションとは言えない。また、ステークホルダー同士での議論があったとし

ても、情報の整理がされていなかったり、整理がされてないが故に議論への参加が難しか

ったりする場合、それも対等なコミュニケーションとはいえない。 
最後に、二段階目で導入したフレームワークを土台として対等なコミュニケーションを

実現する。オープンデータを活用したサービス開発に携わる人同士いわゆるステークホル

ダー同士が集まり、新サービスの創出という共通目的にむけて議論を行う。 
本研究は二段階にあたる対等なコミュニケーションをするためのフレームワークの導入

と次の段階にあたるフレームワークを土台とした対等なコミュニケーションに焦点をあて

る。 

 
図 3-2 オープンデータを活用したサービス開発のためのコミュニケーション構造 
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第4章 コミュニケーション基盤としての 

フレームワークの導入 
 

 本研究ではコミュニケーションの観点からオープンデータの利活用を推進するにあたっ

て、情報や思考の整理とステークホルダーの共通語としての役割を持ちうるフレームワー

クの導入を提案する。 

 

4.1 フレームワークとは 
永田豊志著『フレームワークを使いこなすための 50 問』[34]によれば、フレームワーク

とは、抜け漏れなく、重複なく、全体として網羅的に情報を整理する枠組みである。 
 

 
図 4-1 フレームワークの概念 

 
 フレームワークの特徴は情報・思考を整理する役割と共通理解を果たす役割の 2 つであ

る。 
 
 情報・思考を整理する役割 

一見ばらばらな情報を、ある視点をもって整理し意味を引き出すことができる。また、

思いつきの事象や言葉になっていないアイディアを MECE に言語化させる役割がある。 
MECEとはMutually Exclusive and Collectively Exhaustiveの略称で情報を抜け漏れ

なく、重複なく、全体として網羅的に整理することを示す。 
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 共通理解を果たす役割 
MECE に情報を整理することにより、聞き手がどのような視点で話し手が情報を整理

したのかを客観的に受け取ることができる。 
 
 現在 100 以上ものフレームワークが存在しており、目的に応じてそれぞれ使うタイミン

グが異なる。たとえば、場面・出来事・背景の情報を整理したいのであれば 5W2H を、自

社を取り巻く環境を「見える化」したいのであれば 5 フォース分析を、市場機会と自社の

強みをマッチングさせたいのであれば SWOT 分析を用いるなどである。言い換えれば、目

的に適したフレームワークを使わない場合、そのフレームワークからは導き出せない内容

を半ば強引に出すことになり、情報を抜け漏れなく、重複なく、かつ全体を網羅すること

ができなくなり、不完全な情報整理となり、意味を成さなくなってしまう。つまり本研究

の目的に適したフレームワークの選定を慎重に行う必要がある。 
 
 
4.2 フレームワークの選定 

本研究ではオープンデータを活用したアイディアに関する議論のためにリーン・キャン

バスとよばれるフレームワークを導入する。導入にあたって、リーン・キャンバスのモデ

ルとなったビジネスモデルキャンバスとの相違点と他のフレームワークと比べての優位性

について述べる。 
 
4.2.1 リーン・キャンバス 

 リーン・キャンバスとは、アッシュ・マウリャ氏が提唱したビジネスモデルキャンバス

を一部改良したものである。リーンスタートアップとよばれる、特に不確実性の高い新規

事業の立ち上げや起業をするためのマネジメント手法に用いられ、ビジネスモデルを顧客

主導で検証するツールである。 
リーン・キャンバスの特徴は、下記の高速性、簡潔性、携帯性の 3 つである。 
 

 高速性 
数週間から数ヶ月かかる事業計画と違い、半日もあればビジネスモデルを書くことがで

きる。また、ビジネスモデルの内容を頻繁に更新することができる。 
 簡潔性 

端的な言葉で要点をまとめるため、製品の本質を抽出できる。 
 携帯性 

1 ページのビジネスモデルを複数人で共有することができる。 
 
さらに、アッシュ氏はアイディアを考える上で、ソリューションの要素ばかりに着目す
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るのではなく、アイディアの全体像を把握することが重要だと考える。そのため、アイデ

ィアの全体像を必要最低限の要素で把握できる仕様となっている。 
以上を踏まえると、リーン・キャンバスとは、不確実性の高いアイディアの全体像が把

握しやすく、かつそれを複数人で共有することができるフレームワークといえる。 
リーン・キャンバスのフォーマットを図 4-2 に示した。アイディアの概要を 9 つの要素

に分け書き込む仕様になっている。それが、Problem（課題）、Solution（ソリューション）、

Unique Value Proposition（独自の価値提案）、Unfair Advantage（圧倒的な優位性）、

Customer Segments（顧客セグメント）、Channel（チャネル）、Key Metrics（主要指標）、

Cost Structure（コスト構造）、Revenue Streams（収益の流れ）の 9 つである。 
 

 
図 4-2 リーン・キャンバス（出典：参考文献[29]） 

 
4.2.2 ビジネスモデルキャンバス 

 ビジネスモデルキャンバスとは、ビジネスモデルを記述、分析、デザインするツールの

ことである。そもそもビジネスモデルとは、このフレームワークの提唱者アレックス・オ

スターワルダー、イヴ・ピニュール著『Business Model Generation』では、「どのように

価値を創造し、顧客に届けるかを論理的に記述したもの」と定義している。また同氏著『ビ

ジネスモデル YOU』では、ビジネスモデルを「組織が財政的に存続するための論理」とも

定義している。 
 実際のビジネスモデルキャンバスのフレームワークを図 4-3 に示した。このキャンバスは、

顧客、価値提案、インフラ、資金の 4 つの領域をカバーした 9 つの要素で構成されている。

具体的には、Customer Segments（顧客セグメント）、Value Propositions（価値提案）、

Channels（チャネル）、Customer Relationship（顧客との関係）、Revenue Streams（収

益の流れ）、Key Resources（リソース）、Key Activities（主要活動）、Key Partners（パー
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トナー）、Cost Structure（コスト構造）の 9 要素である。これらの要素を埋めていくこと

でビジネスモデルを完成させることができる。 
 以上をふまえて、ビジネスモデルキャンバスとは、顧客に対して財政的に存続できる価

値を創造し、それを事業として練り上げるために、複数人で仮説検証を重ねるフレームワ

ークと定義できる。 
  

 
図 4-3 ビジネスモデルキャンバス（出典：参考文献[30]） 

 
 ビジネスモデルキャンバスとリーン・キャンバスの違いは埋める要素にある。ビジネス

モデルキャンバスでの顧客との関係、リソース、パートナーの 3 要素がリーン・キャンバ

スでは課題、ソリューション、コスト構造の 3 要素に改良されている。 
 この要素の違いから、ビジネスモデルキャンバスはある程度確実性のあるアイディアい

わば事業を考える上で有効に活用でき、一方リーン・キャンバスは不確実性の高いアイデ

ィアを考える上で有効に活用できると考えられる。ここでの不確実性の高いアイディアと

は課題とそれに対する解決策が不明瞭で、検討する余地があるものを指す。 
 以上を踏まえると、オープンデータを活用したサービスに関するアイディアはどちらか

といえば不確実性の高いアイディアに該当するため、ビジネスモデルキャンバスよりもリ

ーン・キャンバスの方が導入するべきフレームワークとして考えることができる。 
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4.2.3 代表的なフレームワーク 
 5 フォース分析 

既存競合者同士の敵対関係、新規参入の脅威、代替製品・代替サービスの脅威、買い手

の交渉力、供給者の支配の 5 要素を考えるフレームワークであり、図 4-4 に示した。この

フレームワークは業界を取り巻く力関係を分析するときに用いる。 
この 5 フォース分析のフレームワークを用いて、オープンデータを活用したアイディア

を整理する場合、アイディア自体よりもそのアイディアの環境を取り巻く業界構造を把握

することを重視しているため、本研究でフレームワークを導入する目的と異なると考えら

れる。 

 
図 4-4 5F 分析（出典：参考文献[31]） 

 
 6W2H 
事業プランを立案する際に用いるフレームワークとして 6W2H があげられる。6W2H は

6 つの W、「Why」「What」「Where」「Whom」「When」「Who」と 2 つの H、「How to」
「How much」の 8 要素で構成されており、概要を図 4-5 に示した。 
 事業プランを策定する際、6W2H では図 4-5 の上から下へと書き込んでくのが原則的な

手順である。 
リーン・キャンバスが 6W2H フレームワークよりもオープンデータを活用したサービス

に関するアイディアの議論する上で優位であるかどうかについては第 6 章で検証した。 



43 
 

 
図 4-5 6W2H の概要（出典：参考文献[33]） 
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第5章 リーン・キャンバスを基盤としたコミ

ュニケーション方式の提案 

 
5.1 リーン・キャンバスを用いたコミュニケーション方式の提案の概要 
 オープンデータを活用したサービスを実現させるためのコミュニケーション構造の三段

階目、リーン・キャンバスを土台とした対等なコミュニケーションの概要および手順につ

いて述べていく。 
 リーン・キャンバスを土台としたコミュニケーション方式の概要を図 5-1 に示した。この

方式は、ステークホルダー同士が同じスタートラインに立てないことにより生じる、共通

理解が図れず有意義な議論ができていない点の解消に期待ができる。 
 

 
図 5-1 提案コミュニケーション方式のイメージ 

 
 アイディア発案者が原案をリーン・キャンバスに基づいて提示し、その一枚のリーン・

キャンバスをデータ提供者、開発技術者、顧客が閲覧し、意見を述べて原案を実現化可能

なレベルまで練り上げるという構図である。 
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5.2 本提案におけるリーン・キャンバスの書き方 
 アッシャ・マウリャ氏のリーン・キャンバスの使い方とその限界 
アッシャ氏は、参加者各々がリーン・キャンバスを書き上げ、複数枚あるリーン・キャ

ンバスの中でも最も良いアイディアを要素ごとに抜粋し、新たなリーン・キャンバスを一

枚書き上げている。 
しかし、オープンデータを活用したサービスのアイディアを練り上げるためにはアッシ

ャ氏の推奨する手順では難しいと考える。そもそも、今回は アイディア発案者のアイデ

ィアを原点としているため、他のステークホルダーがはじめから白紙の状態のリーン・キ

ャンバスを埋めることは難しいからだ。 
 

 本研究におけるリーン・キャンバスの使い方 
本提案形式で用いるリーン・キャンバスの書き方は、アッシュ・マウリャ氏のリーン・

キャンバスの使い方とは異なる。アイディア発案者の提示するリーン・キャンバス 1 枚を

複数人が共有し、そのアイディアを練り上げるという手法を本研究では用いることにした。 
また、本研究では図 5-2 に示すリーン・キャンバスを一部改良したものを用いる。具体的

に、従来のフレームワークでは下部に「コスト構造」と「収益の流れ」の 2 要素があるが、

改良版では「必要なオープンデータ」と「パートナー」に置き換え改良した。 
なぜならオープンデータを活用したアイディアを考えていく上で話し合うべき要素が存

在しないからだ。必要なのはオープンデータを列挙することや、実用化に向けて協力して

もらうべき人物が何であるかを考えることである。 
だが 9 要素という数を変えることなく、上記の 2 点について話し合うためには従来ある

要素を書き換える必要が生じた。そこで、従来の 9 要素の中を、オープンデータを活用し

たアイディアを考え練り上げる上での重要性を元に優先順位をつけた。結果、「コスト構造」

と「収益の流れ」が他の要素に比べて優先順位が低くなったため、その 2 つを入れ替える

こととした。 
もちろん、アイディアを実現させるためには「コスト構造」および「収益の流れ」の 2

要素は重要となってくる。しかし、今回取り扱うような、不確実性の高いアイディアを練

り上げる時点では、アイディアそのものがサービスとして機能できるかどうかをまず明確

にするべきだと考えた。つまり、コスト構造や収益の流れを考慮した従来のリーン・キャ

ンバスを用いることを次の段階で使用することを前提として、改良版リーン・キャンバス

を用いるのである。 
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 リーン・キャンバスの要素を埋める順番 
それでは実際にどのようにリーン・キャンバスを埋めていけばよいのだろうか。リーン・

キャンバスには各順番が定められており、本提案でもその手順を採用する。9 要素を埋めて

いく順番を図 5-2 に示した。順序としては、課題、顧客セグメント、独自の価値提案、ソリ

ューション、チャネル、必要なオープンデータ、主要指標、圧倒的な優位性である。この

順番にリーン・キャンバスを埋めていくことをルールとする。 
しかし、最初の段階ですべての要素を埋めることは難しい。そこで、従来のリーン・キ

ャンバスの書き方に従い、埋めることのできない要素は空白のままでもいいとする。例外

として、「課題」と「顧客セグメント」の 2 要素については必ず埋めなければならない。な

ぜなら、その 2 つが埋まっていなければ議論の余地がないからだ。また、キャンバスに書

き込む際には、端的な言葉表現を用いることが重要だ。フレームワークに書き込めるスペ

ースは限られている。より多くの意見を書き込むためにも、また読み手の誤読を防ぐため

にも、短いフレーズで述べることが大切だ。 
 
 

 

図 5-2 オープンデータ活用に特化したリーン・キャンバス 
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第6章 提案方式を用いた実験と評価 
 
今回提案するコミュニケーション方式が有意義なものであるか検証するために 2 つの実

験を行った。 
 
6.1 実験の概要 

6.1.1 実験Ⅰ 
実験の目的 
現在主流の時系列に基づいた掲示板式議論（以下「スレッド型」とする）と要素ごとの

議論を行うフレームワークに基づいた議論を比較し、どちらがオープンデータを活用した

サービスのアイディアについて話しやすいかを図 5-3 に示す議論のプロセスを観点に検証

する。 
ここでの議論のプロセスとは、「アイディア発案者が原案を提示する」「他のステークホ

ルダーが原案を見る」「他のステークホルダーが原案に対して意見をする」「アイディア発

案者が他の意見を踏まえて原案を更新する」という一連の流れをさす。 
 

 
図 6-1 議論のプロセス 

 
実験手順 

(1) 経済産業省「オープンデータ IDEABOX」から 1 つアイディアを取り上げる。 
(2) その議論の内容を整理する。 
(3) 整理した議論をフレームワーク（リーン・キャンバス）にあてはめる。 
(4) 独自の評価項目を用いて評価を行う。 
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評価項目 
 実験Ⅰでは議論のプロセスに重点をおくため、議論のプロセスに関する評価項目を「原

案の提示」「原案に対する意見または意見に対する意見」「議論への途中参加」「原案の更新・

追加のしやすさ」の 4 項目設けた。 
また、議論構成自体と参加者の管理に関して評価する「ステークホルダーの役割の発揮」

を定めた。尚、議論のプロセスを評価する 4 項目は「書きやすさ」「見やすさ」の 2 つの視

点から考察を行った。 
 

(1) 原案の提示 
アイディア発案者が最初にアイディアを提示する時の「書きやすさ」と他のステーク

ホルダーからの「見やすさ」 
 

(2) 原案に対する意見または意見に対する意見 
ある意見（原案とその他の意見も含める）に対する他のステークホルダーの意見を出

すときの「書きやすさ」、またそのやりとりが他のステークホルダーからの「見やすさ」 
 

(3) 議論への途中参加 
議論の途中から参加をするにあたっての意見の「書きやすさ」と、意見する上で必要

となる今までの議論の流れを把握する上での「見やすさ」 
 

(4) 原案の更新・追加のしやすさ 
アイディア発案者が、自身の最初の案に対する新たな意見の追加あるいは元の意見の

削除などの「書きやすさ」。また、他の閲覧者からみてそれらの変更点が明らかであるか

という「見やすさ」。 
 

(5) ステークホルダーの管理（役割分担・共通理解） 
一つの議論にどのようなステークホルダーが参加しているか、また、ある論点に対し

て各ステークホルダーが自分の役割を果たせているか（ステークホルダーの発言の管理）。

さらに共通理解を図るために効率的なコミュニケーションがされているかどうか。 
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6.1.2 実験Ⅱ 

実験の目的 
フレームワークの中でもリーン・キャンバスを選定した点について、事業計画書を作成

するときに用いる 6W2H フレームワークと比較し、リーン・キャンバスが議論を有意義に

させるものかどうかを検証する。 
実験手順 

(1) 経済産業省「オープンデータ IDEABOX」から 1 つアイディアを取り上げる。 
(2) その議論の内容を整理する。 
(3) 整理した議論をリーン・キャンバス、6W2H それぞれにあてはめる。 
(4) 独自の評価項目を用いて評価を行う。 

 
評価項目 
実験Ⅰにおいて議論のプロセスに関する評価項目を 4 つ設けたが、実験Ⅱではフレーム

ワークの特徴である情報の整理のしやすさと MECE な議論の実現に焦点をあてるため、議

論のプロセスに関する評価を 1 項目にまとめ、計 2 項目による評価を行う。 
 

(1) 原案の提示と意見のしやすさ 
アイディア発案者が最初にアイディアを提示する時の「書きやすさ」と他のステーク

ホルダーからの「見やすさ」。原案提示後の意見と他のステークホルダーの発言した内容

に対する意見の「書きやすさ」と「見やすさ」。 
 

(2) MECE に整理できているか 
一つの議論にどのようなステークホルダーが参加しまた各要素とどのような関連性が

あるか。フレームワーク自体が抜け漏れなく、重複なく情報を整理できているか。ステ

ークホルダー同士で議論を行う際、効率的なコミュニケーションを実現させることがで

きるかどうか。 
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 6W2H の選定について 
 実験する上で、リーン・キャンバスとの比較対象として 6W2H ワークフレームを選定し

た。理由は 2 つある。まず、第 4 章で述べたように、6W2H は事業計画概要として利用さ

れており事業の全体像を把握しやすさは、リーン・キャンバスにも共通しているからだ。

また、両者のフレームワークのフォーマットが似ているからである。 
 リーン・キャンバスをオープンデータの活用アイディア仕様に改良したため、6W2H も

同様の改良を行った。6W2H の H にあたる「How much（いくら）」の部分を「How about 
Open Data（必要なオープンデータは何か）」へ置き換えたものを使用する。そのフォーマ

ットを図 6-2 に示した。 
 

   

図 6-2 今回使用する 6W2H のフレームワーク 
 
 
6.2 実験結果 

6.2.1 実験対象のアイディアの抽出 

 今回の実験対象は「保育園の受入児童空き情報を Google Maps に表示させる」とする。

このアイディアは前述のオープンデータ IDEABOX で議論されたものであり、投稿カテゴ

リは公共データの利活用アイディアに分類され、本研究の目的と一致する。 
投稿者は一般ユーザのイトキン氏、コメント数 18（うち一般ユーザ 9 名、運営側 1 名）、

アイディアに対する投票数は 19（賛成 18、中立 1、反対 0）であった。 
 この議論がオープンデータ IDEABOX の中でもっともコメント数が多いという点、投票

数が最も多い点から実験対象に選定した。 
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6.2.2 実験対象のアイディアの整理 

 各実験に必要となる実験結果のアイディアの整理について述べる。オープンデータ IDEA 
BOX 内での投稿形式と、公開されている投稿内容は図 6-3 のように表示されている。 
 まず各投稿を投稿ナンバー、投稿ユーザ区分、投稿者名、投稿時間、アイディアに対す

る賛否、投稿された内容ごとにまとめた。次に投稿者ごとに色分けをおこなった。その結

果を図 6-3 に示した。例えば、投稿 No.0（原案）、No.3、No.4、No.7 はすべてイトキン氏

の投稿なので黄色に、No.6、No.7 の投稿は fouregoo 氏の投稿のため青色で色分けをした。 
 

 
図 6-3 オープンデータ IDEABOX のページ画面（出典：参考文献[8]） 
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表 6-1 投稿 No.0～No.8 までの意見の整理 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

議論の整理
投稿No 投稿区分 投稿名 投稿時間 賛否

0（アイディ
ア投稿）

一般 イトキン 2013/2/26 12:39

1 一般 yo- 2013/2/15 16:38 賛成

2 一般 奥野幹也 2013/2/16 10:45 賛成

3 一般 イトキン 2013/2/18 12:34 賛成

4 一般 イトキン 2013/2/18 12:38 賛成

5 一般 arcanum_jp 2013/2/18 23:56 賛成

6 一般 fouregoo 2013/2/24 17:37 賛成

7 一般 イトキン 2013/2/25 11:36 賛成

8 一般 fouregoo 2013/2/25 20:21 賛成

逆に、待機児童のいる都市部では、入所希望者の分布がわかると私立保育所の新設に役立つのかもと
思ったりもしたけど、難しそう。大まかな地域別人数はすでにあるとして、細かくしていくとプライバシー上の
問題が出かねないし、希望者には流動性があるのに対して、廃置は簡単ではなさそうだし。

データさえ開示してあれば要件を満たすことができますね。あえて地図と組み合わせるとこ
ろまで行政側でやらなくても良いのではないかと思います。（データの提供自体はもちろん
賛成です。）

#002奥野さん
コメントありがとうございます。地図へのプロットまでを行政側やるのではなく、あくまでも、生
きたデータ（PDFとかではなく、できればマシンリーダブルな形）で提供するのが最低限の役
割だとおもいます。

#001yoさん　コメントありがとうございます。たしかに、廃置は簡単にできるものではないの
で、ニーズが低い地域だからといっても打つ手を別に考えなければならないと思います。

内容

はじめましての投稿です。自治体が保有している公立保育園の空き状況等をGoogleMapsの
地図上に公開して、子供を預けたい親と、保育園のマッチング支援を図ることにより、待機児
童数を減少させる。また、これらの統計データを取ることにより、地域毎の保育園の需給ニー
ズがわかるため、どこの地域に保育園を新設すべきか等の、設備投資戦略にも生かされ
る。

#006＞fouregooさん
そうですね、予約・申込み状況など、事前に分かっていた方が、保育園側も事前に計画・調
整（保母さんの数の調整も含めて）が出来ると思います。
保育園側の保母採用計画が立てやすくなり、その地域の需要に鑑みた受入体制に活かさ
れるのではないでしょうか？

予約も出来れば最高です。
空き状況と仮予約のように事前どのぐらいの入園者がくるか。
少ない園と多い園とで、人数を調整出来る仕組みもついでに。
どう思う？

#002＞あえて地図と組み合わせるところまで行政側でやらなくても良いのではないかと思
います。

同意。インフラさえ整備してくれればあとは民間が活用するかと。

＞イトキンさん　さらに、先生も偏った人員で（生徒が多いところには先生も多い＿生徒が少
ないところには先生もすくない）苦労しなくてすむと。

新設する必要性がなくなると思います。
人口が減るし、いくら女性が働いてもこれ以上施設を増やすことに良さを感じないと。
＠どう思います？



53 
 

 
6.2.3 リーン・キャンバスへの適用（実験Ⅰ・Ⅱ） 

 議論を構成している投稿を整理した後、リーン・キャンバスへあてはめた。手順として、

まず整理した投稿内容をリーン・キャンバスの 9 つの要素ごとに振り分けた。振り分ける

上で、長文による記述の場合は端的な表現へ言い換えている。次に要素ごとに分類した内

容を実際にリーン・キャンバスのフレームワークへあてはめた。これらの一連の流れを図

6-4 に示し、適用結果のアイディア原案と完成版を図 6-5 に示した。 
 

 
図 6-4 リーン・キャンバスへの適用 
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図 6-5 リーン・キャンバスを用いた原案（左）と完成版（右） 
 

6.2.4 6W2H への適用（実験Ⅱ） 
前項のリーン・キャンバスへと同様に、6W2H のフレームワークに議論内容をあてはめ

た。原案とすべての議論を終え完成した 6W2H を図 6-6 に示した。 
   

 
図 6-6 6W2H フレームワークを用いた原案（左）と完成版（右） 
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6.3 実験結果の考察 
6.3.1 従来のスレッド型とフレームワークを導入した議論との比較（実験Ⅰ） 

 従来のスレッドによる議論とフレームワーク（リーン・キャンバス）に基づいた議論と

を前述の評価指標に基づいた比較を表 6-2 に示した。 
 

表 6-2 スレッド型とフレームワークの比較 
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(1) 原案の提示 
 「書きやすさ」 
スレッド型の方がフレームワークに基づいた投稿よりも自由度が高いことが分かった。

図 6-7 に示したように、スレッド型では文字数の制限があるだけでそれ以外の記述方式は問

われていない。一方でフレームワークによる原案の提示の場合、提示する時点でアイディ

アをある程度要素ごとに自ら振り分ける必要がある。そのため、フレームワークを使うこ

とに慣れていない者が使用する際に敷居が高いと感じる場合が想定される。また、適当で

ない項目に意見を書き込んだ場合、それを基点に議論が進んでいくためフレームワークの

強みのひとつである MECE な議論を果たすことが難しい。 
 
 「見やすさ」 
フレームワークを用いた原案の方が見やすいことがわかる。スレッド型は投稿の際には

自由度が高く、書きやすいという強みがあるが、同時に読み手に対しても読解の自由度が

高くなり、共通理解を図る上で障害となりうる。しかし、フレームワークを用いて端的な

表現で原案を提示すれば誤読が生じにくくなり、意見の解釈に関する議論をする手間を省

くことができる。 
 

 
図 6-7 スレッド型による原案の提示 
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(2) 原案に対する意見 
 「書きやすさ」 
フレームワークを用いた投稿の方が、メリットが多いと考えられる。スレッド型では、

図 6-8 の太字で示した箇所のように、意見元の投稿内容を再度書き込んでから自分の意見を

投稿する場合が多い。後述の議論への途中参加の見やすさの観点から言えばメリットとも

言えるが、投稿者にとっては手間がかかる作業といえる。 
一方、フレームワークを用いた場合は、図 6-9 に示すように該当要素、ここではパートナ

ーの項目に、自分の意見を書き込むだけでやりとりが成立するため、意見元の原案を再度

書きなおすという作業を省くことができる。 
 

 
図 6-8 意見元の内容の重複箇所 

 

 

図 6-9 フレームワークを適用した図 
 
 
 「見やすさ」 

スレッド型の場合、時系列的に意見が並んでいるため、複数の投稿を挟んでの意見をする

場合は読みづらい。例えば、今回の待機児童の問題に関する議論では図 6-10 の状態の投稿

No.1 と No.4 を指す。しかしながら、この例においては、No4.の投稿する際に「#001yo-
さん」と意見元の投稿ナンバーおよび投稿者名が書かれており比較的読みやすい方ではあ

る。加えて、図 6-11 の No.16 の意見のように、どの投稿に対する言及なのか明確でない書

き込み方法もある。このように原案に対する意見の書き方が投稿者ごとに異なる点も読み

づらさに影響すると考えられる。 

投稿No 投稿区分 投稿名 投稿時間 賛否

2 一般 奥野幹也 ###### 賛成

5 一般 arcanum_jp ###### 賛成

データさえ開示してあれば要件を満たすことができますね。あえて地図と組み合わせると
ころまで行政側でやらなくても良いのではないかと思います。（データの提供自体はもち
ろん賛成です。）

#002＞あえて地図と組み合わせるところまで行政側でやらなくても良いのではないか
と思います。

同意。インフラさえ整備してくれればあとは民間が活用するかと。

内容
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図 6-10 複数の意見を挟んでの意見の投稿 
 

 
図 6-11 意見元先が不明な投稿 

 
 一方、フレームワークに基づいた議論では、意見元の投稿者名や投稿ナンバーを明記す

ることなく直接意見を述べることができる。図 6-10 のスレッド型での議論を参照すると、

投稿 No.1 の「地域毎の保育園の需給ニーズがわかるため、どこの地域に保育園を新設すべ

きか等の、設備投資戦略にも生かされる。」という原案に対して投稿 No.2 で「待機児童の

いる都市部では、入所希望者の分布がわかると私立保育所の新設に役立つのかもと思った

りもした」というコメントをしている箇所があり、そのやりとりをフレームワークで整理

したものがその様子を図 6-12 に示した。No.2 の内容は No.1 の独自の価値提案のみを言及

したものであり、フレームワークを用いることでピンポイントに意見をすることができる

ことがわかる。 
今回使用するフレームワークでは、発言者別の色分けや、投稿ナンバーを要素ごとにあ

らかじめ振り分けているため、意見する人が元の投稿ナンバーや投稿者名を記述する手間

を省くことができる。たとえば独自の価値提案の要素内では、イトキン氏の発言は C-1、そ

れに対する yo-氏の発言は C-2 という具合だ。 

投稿No 投稿区分 投稿名 投稿時間 賛否

1 一般 yo- 2013/2/15 16:38 賛成

2 一般 奥野幹也 2013/2/16 10:45 賛成

3 一般 イトキン 2013/2/18 12:34 賛成

4 一般 イトキン 2013/2/18 12:38 賛成
#001yoさん　コメントありがとうございます。たしかに、廃置は簡単にできるものではないの
で、ニーズが低い地域だからといっても打つ手を別に考えなければならないと思います。

内容

逆に、待機児童のいる都市部では、入所希望者の分布がわかると私立保育所の新設に役立つのかもと
思ったりもしたけど、難しそう。大まかな地域別人数はすでにあるとして、細かくしていくとプライバシー上の
問題が出かねないし、希望者には流動性があるのに対して、廃置は簡単ではなさそうだし。

データさえ開示してあれば要件を満たすことができますね。あえて地図と組み合わせるとこ
ろまで行政側でやらなくても良いのではないかと思います。（データの提供自体はもちろん
賛成です。）

#002奥野さん
コメントありがとうございます。地図へのプロットまでを行政側やるのではなく、あくまでも、生
きたデータ（PDFとかではなく、できればマシンリーダブルな形）で提供するのが最低限の役
割だとおもいます。

投稿No 投稿区分 投稿名 投稿時間 賛否

14 一般 イトキン 2013/2/26 18:59 賛成

15 一般 fouregoo 2013/2/26 19:39 賛成

16 一般 ジャック 2013/2/27 23:51 中立

>イトキンさん

その通りですよね。課題を解決しましょう。
イトキンさんもタナカさん、他多くの方も真剣ですし。

内閣官房、総務省、経済産業省」の担当者は、見てるだけかor用意出来るか検討しますの
どちらかな。

担当者の方＠どう思いますか？

自治体単位の日々データで良い様な気がしますが・・・北海道にいて九州紹介されても違う
気がしますし。

内容

#013　fouregooさん
＞このサイト上でチームつくって、この課題解決しませんか。

賛成です。折角ここまで議論が盛り上がったのに今月末でこのサイト自体おわってしまうの
は残念です。
＞経産省さん、このサイトの延長戦ってありうるのでしょうか？
　また、引き続きアイデアを熟議できる環境（アイデアソンなどで、具体的な策までまとめ上げ
る場）などは用意される予定はあるのでしょうか？？



59 
 

 
図 6-12 フレームワークによる議論整理 

 
(3) 議論への途中参加 
 書きやすさ 
原案の提示の評価項目で述べたようにフレームワークへ書き込むこと自体に不便さを感

じる点は、この評価項目にもあてはまることだ。しかし、途中から議論に参加する場合、

ある程度フレームワークの各要素は埋まっており、自分の意見をどこに書くべきかある程

度把握することができる。また、時系列ではなく要素ごとに議論がされているため、意見

内容を該当要素にすぐに書き込むことができる。 
フレームワークに対してスレッド型では、時系列的に議論が繰り広げられているため、

現時点で議論されている要素以外について意見をしたい場合は、議論の流れを読んで投稿

をする必要がある。言い換えれば、自分が参加したいと思ったタイミングで参加できない

可能性がある。 
 
 見やすさ 

 今までの議論の「見やすさ」に関してそれぞれの特徴を述べる。スレッド型の特徴は 2
つある。まず、投稿時間順に並んでいるため原案から最新の投稿までをひと通り目を通す

必要があるという点である。議論の最初の段階で参加するのではあれば負担は少ないが、

議論が活発で投稿数が多ければ多いほど、読むために必要な時間が増えるので負担が多く

なる。逆に言えば、時系列的に議論がまとめられているため、全体の流れをストーリーと

して把握することは容易だ。次に、図 6-13 に示すような、元の投稿先のナンバーが明記さ

れなかったり、投稿内容を引用していなかったりする場合、読み手自らが元の投稿を探す

必要があり、さらに時間をかけることになる。この点に関しては評価指標「(2)原案に対す

る意見および意見に対する意見」と同じ見解である。 
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図 6-13 意見先の投稿ナンバーが無明記の投稿 
 
一方、フレームワークによる議論の特徴は 2 つある。まず、最新のフレームワークの状

態をみるだけで、時間をかけることなく議論を把握することができるという点だ。最も新

しいフレームワークに書かれている項目が今までされてきた議論のすべてあり、これらを

時間軸に囚われることなく、自分の知りたい項目のみを抜粋してみることができる。逆に

言えば、誰が、どの意見を、いつ発言したかという時間の流れが分からないという弱みも

存在する。特徴の 2 つ目としては、全体を把握するマクロの視点と同時に要素ごとの議論

を読み取るミクロの視点が両立する点があげられる。 
たとえば、フレームワークにおけるマクロの視点とは 9 つすべての要素を含んだ全体を

さし、ミクロの視点は図 6-14 で示した要素の 1 つ「独自の価値提案」だけに着目したり、

「顧客セグメント」と「圧倒的な優位性」2 つの要素を組み合わせたりすることを示す。 
 

 
図 6-14 フレームワークのマクロの視点とミクロの視点 

 
 
 
 
 
 
 

投稿No 投稿区分 投稿名 投稿時間 賛否

9 一般 notaline 2013/2/25 23:09 中立

＞fouregooさん、イトキンさん
確かに予約は面白いですね。
しかも児童数によって先生を適材適所に配置するというのはいい考えだと思います。
条件次第だと思いますが、保育園や幼稚園側が許可し、オープンデータとして受け入れ状況
をMAPに共有すればいいのになと思いますね。

内容
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(4) 原案の更新・追加 
 書きやすさ 
スレッド型ではアイディア発案者が自分の原案を更新する場合、文章構成を立て直し新

たな原案として投稿する必要がある。一方、フレームワークを用いれば、変更した要素内

だけを書き直すだけであり、全体を書き直すという手間を省くことができる。 
 
 見やすさ 
スレッド型ではどこまでが既に投稿した内容でどこからが変更点であるかという境界線

を自分で引く必要があり、誤読が生じる可能性がある。一方、フレームワークに基づいた

原案の更新および追加では、元のフレームワークでの議論と新しいフレームワークでの議

論を比較することでどこが変更されたか分かる。たとえば、図 6-15 で示すように、当初の

案では圧倒的な優位性として「親と保育園のマッチング支援」のみを提示していたが、議

論の中で「保育園同士の児童の人数調整」も圧倒的な優位性にあてはまるという意見を踏

まえて、アイディア発案者がその発言に派生して「保育の人数調整」という意見を追加し

ている。どういう経緯で原案を追加し更新したのかが図として可視化されており見やすい

ことが分かる。 

 

図 6-15 フレームワークによる原案の追加・更新 
 

(5) ステークホルダーの管理 
 ステークホルダーごとの発言の管理 

 どちらの議論方法も工夫次第ではステークホルダーごとの発言の管理が可能であると考

えた。たとえば、両方の議論方法に共通する工夫は、同一人物からの投稿する場合は必ず

表記を統一することである。そうすることで、投稿者名でソートをすることができどのよ

うな発言を今までしてきたかを管理することができる。どちらも同じ工夫点のため、両者

の差別化を図ることはできず優位性をつけることはできない。 
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 しかし、その後の具体的な発言を閲覧する場合を考えると、フレームワークによる議論

のほうがより利便性が高いと考えられる。スレッド型はあくまでも時間軸に従っており、

投稿者別にソートした場合もすべての投稿を古いものから新しいものまですべて一読する

必要があり、手間がかかる。一方、フレームワークの場合、1 人の投稿者による発言に限定

したフレームワークを作成することが可能であり、見やすさも上がることが期待される。 
 
 参加しているステークホルダーの管理 

 どのようなステークホルダーが発言しているかの管理のしやすさに関しては、今回の実

験では両者とも明確な結果を出すことができなかった。今回実験対象にしたオープンデー

タ IDEABOX では投稿ユーザの区分が一般ユーザか、運営をしている運営側かの 2 つであ

るため具体的な役割や立場についての明記がされていないためだ。 
 しかしフレームワークに基づく議論では要素ごとに話し合いがされているため、各要素

にどのようなステークホルダーが集まりやすいか、という点に着眼することである程度推

測することは可能だと考える。 
たとえば、リーン・キャンバスの「ソリューション」という項目には、アイディア発案

者が提示したサービス機能に対して開発技術者がその機能が実装可能かどうかを判断する

ことはある程度予想がつく。つまり、「ソリューション」に対して技術的な意見を述べてい

る投稿者がいた場合その人物が開発技術者であると検討はつく。さらに、開発技術者が別

の要素である「必要なオープンデータ」の中で機能の実現化のために不足しているオープ

ンデータを指摘することも可能であることも予想がつく。また、顧客がアイディア発案者

の提示した「課題」に対して自身の意見を述べることも考えられる。この点から、フレー

ムワークに基づいた議論では、サービスを実現するにあたって必要なステークホルダーが

自然と集まりやすいと言えるだろう。 
以上を踏まえて、スレッド型に比べフレームワークによる議論の方が、ステークホルダ

ーの管理をする上での工夫がしやすいことが分かった。 
 

 共通理解の実現の可能性 
また、スレッド型は時系列に議論が進められているため、様々なアイディアの要素が複

雑に絡み合って議論されている。そのため、アイディアをサービス化実現に向けて話す上

で必要な要素が議論されないというケースも生じる可能性もある。実際に、今回の待機児

童のケースをフレームワークの議論にあてはめて内容を整理したところ、図 6-16 で示した

ように、チャネルに関する議論が全くされていないことが判明した。もちろん、フレーム

ワークを導入せずともチャネルに関しての議論をすることは可能だが、そのためには数多

くの議論をこなす必要があり時間がかかる可能性が生じる。しかし、フレームワークを導

入することで、今話し合うべき要素はなにか、何か足りない要素はないだろうか、など

MECE な議論へと短時間で発展することができる。 
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図 6-16 フレームワークによる原案の追加・更新 
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6.3.2 リーン・キャンバスと 6W2Hとの比較 （実験Ⅱ） 
前項の分析結果から、従来のスレッド型議論よりもフレームワークの方が、開発技術者

やデータ提供者、顧客など他のステークホルダーが意見しやすい環境になる可能性が十分

に期待できることが明らかとなった。 
次に、リーン・キャンバスと 6W2H を比較した実験Ⅱの評価を行った。 

 
(1) 原案の提示と意見のしやすさ 

評価項目「原案の提示と意見のしやすさ」の結果を表 6-3 にまとめた。 
 

表 6-3 リーン・キャンバスと 6W2H の比較 

 
 

 書きやすさ 
 まず原案の提示について述べる。 

6W2H については「Why」からはじまり「What」、「Whom」、「How to」へと上から下

へアイディアを書き込んでいくのだが、その順序にストーリー性があり空白を埋めやすい。

また、オープンデータを活用したサービスの内容や強みなどを How to の 1 つに集約できる

点も書きやすさの要因のひとつと言える。 
 一方、リーン・キャンバスにおいては、実験Ⅰの評価でも述べたように、書きたい内容

をどこに書いて良いかが分かりにくい点があげられる。 
 次に原案に対する意見または意見に対する意見について評価する。 
 6W2H に関しては、原案の提示でも述べたように「How to」にアイディアを練り上げる

多くの要素がまとまっており意見もしやすい。 
だが、まとまっているということはいわばその要素に議論が集中しているとも考えられ

る。事実、図 6-17 の 6W2H のフレームワークにあるように、隣の要素「When」の項目ま

で意見がはみ出しおり、各要素の枠組みを超えてしまっている。そのため意見を書き込む

という作業をするにあたってどのように書き込めばよいかと迷ってしまうという問題が生
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じる可能性がある。 
一方、リーン・キャンバスでは、同じ議論を 3 要素に区別して書き込むことができるた

め、フレームワークの各スペースを考慮することなく書き込むことができる。 
 
 見やすさ 

 6W2H のストーリー性のあるアイディアの書き方という点は、読み手にも通ずるところ

がある。上から下へ順を追って読むことでアイディアの全体像をイメージしやすい。しか

し、「書きやすさ」の項目でも述べたように、アイディアの具体的な機能や他製品との競合

優位性などが How to にすべてまとめているがために、今後戦略策定をするという点では読

みづらさが生じる。図 6-17 に示すように、6W2H の「How to」の要素はリーン・キャンバ

スでは「ソリューション」「独自の価値提案」「圧倒的な優位性」の 3 つに分類できるため、

先を見通して戦略策定をするにはリーン・キャンバスの方が有意義であると考えられる。 
 さらに、リーン・キャンバスは、ストーリー性を把握しづらい点を、「課題」、「顧客セグ

メント」、「独自の価値提案」という順に定められた書き方通りに読むことで、ある程度克

服できると考えられる。 
 

 
図 6-17 6W2H とリーン・キャンバスの強み  
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(2) MECE な議論の可能性  

MECE な議論の可能性を考える上で、フレームワークの要素ごとにどのような人が意見

を発言しやすく、またアイディアを実現するにあたり助言をするべき立場の人が誰である

かを図 6-18 および図 6-19 に示した。 
 

 
図 6-18 リーン・キャンバスの要素とステークホルダーの関係性  

 
 

 
図 6-19 6W2H の要素とステークホルダーの関係性  
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 まずリーン・キャンバスでは、「課題」「ソリューション」「主要指標」の 3 要素には開発

技術者、「圧倒的な優位性」「顧客セグメント」「チャネル」の 3 要素には顧客、「必要なオ

ープンデータ」「パートナー」の 2 要素にはデータ提供者の助言が必要と考えられる。また、

「アイディアの特徴」はすべての要素を網羅した上で最後に議論される要素のため特定の

ステークホルダーとの関係性を見出すのは難しい。もちろん、アイディア発案者はすべて

の要素を網羅的に参加するとする。 
 そして、フレームワークの要素ごとに色分けを行って明らかになったことがある。それ

は、リーン・キャンバスでは、独自の価値提案を中心軸とし、左側がサービスを考える上

で必要な機能に関する議論が、右側が顧客から見たサービスの特徴やニーズに関する議論

がなされる構造になっているということだ。言い換えれば、一つのサービスの多角的な視

点から重複なく議論できるような枠組みとなっていると考えられ、MECE な議論が可能と

なるフレームワークと言える。 
 一方、6W2H を各要素とステークホルダーの関連性については、「How to」にアイディア

を実現化させる上で助言を求めるべき人物として開発技術者、顧客があげられる。またス

テークホルダーの特定をせず誰もが話すべきアイディアの特徴についても「How to」で議

論されることになった。これは、1 つのアイディアに対する複数の視点が 1 つの要素の中で

議論されることになり、一体誰がどういう立場から発言したのかという立ち位置を不明確

にする可能性が生じる。 
 この評価項目において、リーン・キャンバスの方が 6W2H よりも MECE な議論ができ

る可能性が高いと考え、オープンデータを活用したサービスに関するアイディアを議論す

る上で有意義なフレームワークはリーン・キャンバスと示唆される。 
 以上 2 項目の評価を踏まえ、リーン・キャンバスのリーン（Lean）が「ムダを省く」と

いう意味であるように、リーン・キャンバスはオープンデータを活用したサービスに関す

るアイディアに関する議論を必要最低限の要素で有意義なものにできると示唆される。 
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第7章 結論 
7.1 結論 

第 1 章と第 2 章にかけて日本と海外のオープンデータ利用動向について述べた。近年、

日本ではイギリスやアメリカなどのオープンデータ先進国を目指して、政府のみならず自

治体、市民団体もオープンデータに関する取り組みを積極的に行っていることが分かった。 
同時に、それらの取り組みのほとんどが多くの人びとに認知されていない現状もアンケー

ト調査結果で明らかとなった。今後この温度差を早急に解消する必要がある。 
 本研究では、オープンデータを活用した新サービスの創出の促進のため、ステークホル

ダー同士のコミュニケーションに焦点にあて、新たなコミュニケーション構造を提案した。  
なかでも、コミュニケーション構造の一部を構成するリーン・キャンバスを導入したコ

ミュニケーション方式に関しては、オープンデータ IDEABOX で議論されたアイディアを

題材に 2 つの実験を行った。 
まず、オープンデータを活用したサービスのアイディアを議論する上で、リーン・キャ

ンバスを含むフレームワークを導入することが妥当であるかを、従来のスレッド型と比較

することで検証を行った。次に、提案するコミュニケーションに導入したリーン・キャン

バスが他のフレームワークよりも、アイディアを実用化するまでの仮定の議論を MECE に

行うことができるかについて、事業計画書を策定する際に用いる 6W2H と比較し評価を行

った。 
その結果、フレームワークそのものを導入することについては、従来のスレッド型より

も議論の全体の流れが把握しやすく、また途中から参加する時の敷居が低いことがわかっ

た。また、6W2H との比較実験については、不確実性の高いアイディアから事業を策定す

ることができるリーン・キャンバスが、他のフレームワークよりもオープンデータを活用

したサービスを実用化するための議論を有意義にさせると示唆される。 
 
7.2 今後の課題 
 本研究で提案したオープンデータを活用したサービスの実現のためのコミュニケーショ

ン構造の今後の課題として主に 3 つあげられる。 
まず提案したリーン・キャンバスを導入したコミュニケーション方式の環境を整備する

必要ある。本研究では構造を提案したのみであり、今後本構造をシステム化させ実際にス

テークホルダー同士がコミュニケーションする場として機能させる必要がある。 
次に、環境を整備した後、その運営者が必要となる。昨年 12 月に公開されたデータカタ

ログサイト試行版のカテゴリのひとつであるコミュニケーションに導入し、試用すること

が最も有効的な策だと考えられる。 
最後に、オープンデータを活用したサービスの実現に向けてのコミュニケーション構造

に沿って、アイディアの提示から実用化までのすべての流れを実践し評価する必要がある。
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今回は机上評価によるものであり、実際の利用者からフィードバックを得ることができな

かったためである。今後、本研究の提案形式を用いて一つでも多くのオープンデータを活

用した新たなサービスが開発されることを期待する。 
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