
Agile_Cat Report 

September 6, 2010 

 

1 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

－ ゕメリカ政府の eGov 動向  － 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Agile_Cat 

 
  



Agile_Cat Report 

September 6, 2010 

 

2 

 

 

目次 

はじめに ....................................................................................................................3 

大統領選とンターネット ........................................ Error! Bookmark not defined. 

オバマ政権とンターネット .........................................................................................5 

透明性と参加と連携 .....................................................................................................8 

1.透明性： Transparancy（政府の情報を公開して、透明性を高める） ......................... 8 

2. 対話 Participation（国民との対話と、政策立案過程への参加） .............................. 11 

2-1. Open for Questions（White House： 2009 年 3 月） ..................................... 12 

2-2. HealthReform.gov（DHHS:2009 年 3 月）.................................................... 13 

2-3. Science Integrity Brog（OSTP：2009 年 3 月） ............................................. 14 

3.連携 Collaboration（政府間および官民連携によりノベーションを促進） ............... 15 

今月のまとめ ............................................................................................................ 19 

 

  



Agile_Cat Report 

September 6, 2010 

 

3 

 

 
はじめに 
 

 

ンターネットの視聴率を調査するニールセンが 2008 年 7 月に、当時の 2 人の大統領候補の 

Web ゕピールについて興味深い調査結果を発表した。6 月の 1 ヵ月間で民主党大統領候補バラ

ク・オバマのサトに訪れた人の数は約 230 万人。一方、共和党候補ジョン・マケンのサ

トの訪問者は約 56 万 3000 人。その差は 4 倍に達したというのだ。また、ンターネットを

介した活動にも大きな差が出ている。両者のメージ広告展開において、オバマは 6 月に１億

507 万ンプレッションを獲得したのに対して、マケンは 850 万ンプレッションとなって

いる。 

もうひとつ、2 人の支持者の違いを浮き彫りにしていたのは、話題性である。同調査によると、

ブログでも掲示板でも、オバマの話題はマケンの倍以上だが、マケンはブログで口にされ

る方が掲示板より多いのに対して、オバマは掲示板での話題性が高かった。つまり、オバマへ

の支持は、ブロガーの独り言によるものではなく、ミュニテゖーでの意見交換から沸き上がっ

ているさまが明快であったと言える。それは、現在の米政権における、ンターネットを介し

た透明性の確保にもつながっているはずである。 

オバマが得意としたのは、SNS（ソーシャル･ネットワーク･サービス）である。ンターネッ

トを利用した最初の大統領候補者は、2004 年に民主党候補として出馬したハワード･デゖーン

であり、その支持者たちがよく利用したのはミートゕップだった。ミートゕップは趣味や志を

同じくする人々が、まずはンターネット上で出会い、その後オフランの会合で仲間意識を

固めようというものだった。だが、今や舞台はもっと機能を複雑化させた SNS に移っている。 

ンターネット上で大統領選の展開をフォローするサトの テックプレジデントでは、各候補

者の Facebook や MySpace での支持者の数や、Youtube でのビュー回数などが一望できるよ

うになっている。驚くべきことは、それらの、ほとんどすべてがオバマ色で塗りつぶされてい

たことだ。 

また、オバマは 2008 年 6 月だけで 1 億ドルの寄付金を集めているが、その寄付金の半分近く

が個人からの寄付金の限度額（2300 ドル）をはるかに下回る、200 ドル以下であったとされ

る。これまでの政治献金者とは異なったタプの人々、それも互いが知り合いでもなかったと

いった人々、以前なら政治に関心もなかった若者層がオバマを支持しているのは、こうした

ンターネット･ツールが背景となっている。 

そうした国民の意識にオバマは敏感であり、Facebook 風のサト「my.barackobama.com」

を別に立ち上げている。これまでは、一点集中的に彼の公式サトに人々を引き寄せていたが、

ここでは個々の支持者が自らゕカウントを持って、仲間を募り、自分のグループを運営できる

ようにした。いわばオバマを話題にしたい人に対してプラットフォームを提供したわけである。 

まるで、ンターネットが民主主義のツールだということを、人々が自ら参加することで証明

しようとしているかのようである。実際、大手調査機関ピュー・ンターネット＆ゕメリカン･

ラフによると、22％のゕメリカ人はンターネットがなければ、これほど選挙運動に関わっ

ていないと述べたという。 
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Government 2.0 カンフゔレンスを主催する Tim O'reilly は、Government as a platform と

いうコンセプトを提唱しているが、そのためのプラットフォームを政府が用意し、中身は国民

参加で作り上げていくいう体制が、この選挙戦を通じて整えられてきたとも言える。 

このようにして政権の座についたオバマ大統領であるが、その選挙戦で絶大なパワーを発揮し

たンターネットを、政府におけるツールとして活用していく方式をとるのは当然のことだと

考えられる。オバマ大統領の洗練されたンターネットの用法は、よく語られるところだ。

ジョン･Ｆ･ケネデゖが勃興したばかりのテレビを上手く活用してゕピールしたように、オバマ

大統領は政権運営においても、ンターネットに乗って集まってくる声を、上手くまとめ上げ

よううとしているのである。 

こうした背景を踏まえて、このレポートでは、オバマ政権における、以下の項目にフォーカス

していく： 

1：  情報の公開と透明性 

2：  国民の参加を促す仕組み 

3:   一般企業や NPO などとの連携 
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オバマ政権とインターネット 
 
 
 

ステージが選挙戦から政権運営へと変わっても、オバマ大統領はンターネット活用という戦

略を基盤に置いている。 選挙に勝てた最大の理由が、政治における透明性の確保と、国民との

情報の共有と連携だと気づいているのである。 まずオバマは、大統領に就任した直後に、

｢Transparency and Open Government ｣という概念を発表した。 

 

それこそが、オバマ政権の最大の特徴であり、これまでの政治のスタルとは一線を画してい

る要因なのだが、残念なことに日本の大手メデゖは積極的には報道していない。 なぜなら、オ

バマ政権は国民とのダレクトな対話を試みており、これまでのような、テレビや新聞といっ

たメデゖゕに依存しない手法を用いているからである。 

 

余談になるが、ゕメリカの大手メデゖゕが自らの弱体化を意識して、次々と新しい業態を取り

入れている背景には、自他共に認める、政治の世界におけるプレゼンスの低下が背景にあると

推測できる。 すでに、その動きは日本にも飛び火しており、目の離せない状況が続いている。 

 

話をオバマ政権に戻して、この ｢Transparency and Open Government ｣ の骨子をまとめて

みると、以下のようになる。 

 

Transparency and Open Government  の骨子 

Transparancy（政府の情報をオープンにし、透明性を高める） 

Participation（国民と対話し、一般国民に政策立案過程への参加を促す） 

Collaboration（政府間および官民連携によりノベーションを促進する） 

 

 

 

＜原文＞ 

Transparency and Open Government  

Memorandum for the Heads of Executive Departments and Agencies 

SUBJECT:      Transparency and Open Government 
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My Administration is committed to creating an unprecedented level of 

openness in Government.  We will work together to ensure the public trust 

and establish a system of transparency, public participation, and 

collaboration. Openness will strengthen our democracy and promote 

efficiency and effectiveness in Government. 

 

Government should be transparent.  Transparency promotes 

accountability and provides information for citizens about what their 

Government is doing.  Information maintained by the Federal Government 

is a national asset. My Administration will take appropriate action, 

consistent with law and policy, to disclose information rapidly in forms that 

the public can readily find and use. Executive departments and agencies 

should harness new technologies to put information about their operations 

and decisions online and readily available to the public. Executive 

departments and agencies should also solicit public feedback to identify 

information of greatest use to the public. 

 

Government should be participatory. Public engagement enhances the 

Government's effectiveness and improves the quality of its decisions. 

Knowledge is widely dispersed in society, and public officials benefit from 

having access to that dispersed knowledge. Executive departments and 

agencies should offer Americans increased opportunities to participate in 

policymaking and to provide their Government with the benefits of their 

collective expertise and information. Executive departments and agencies 

should also solicit public input on how we can increase and improve 

opportunities for public participation in Government. 

 

Government should be collaborative.  Collaboration actively engages 

Americans in the work of their Government. Executive departments and 

agencies should use innovative tools, methods, and systems to 

cooperateamong themselves, across all levels of Government, and with 

nonprofit organizations, businesses, and individuals in the private 

sector.  Executive departments and agencies should solicit public feedback 
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to assess and improve their level of collaboration and to identify new 

opportunities for cooperation. 

 

I direct the Chief Technology Officer, in coordination with the Director of 

the Office of Management and Budget (OMB) and the Administrator of 

General Services, to coordinate the development by appropriate executive 

departments and agencies, within 120 days, of recommendations for an 

Open Government Directive, to be issued by the Director of OMB, that 

instructs executive departments and agencies to take specific actions 

implementing the principles set forth in this memorandum. The 

independent agencies should comply with the Open Government Directive. 

 

This memorandum is not intended to, and does not, create any right or 

benefit, substantive or procedural, enforceable at law or in equity by a 

party against the United States, its departments, agencies, or entities, its 

officers, employees, or agents, or any other person. 

 

This memorandum shall be published in the Federal Register. 

 

BARACK OBAMA 
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透明性と参加と連携 
 

 

1.透明性： Transparancy（政府の情報を公開して、透明性を高める） 

 

あらゆる政権にとって、最優先で透明化を図るべきことは歳出の内訳である。古今の東西、そ

して規模の大小をを問わず、それを怠り、また、不正をはたらいた権力に長続きはない。 しか

し、近代国家の複雑さと大規模化により、そのための手段を持てない次期が長く続いていた。

そして、こうした流れに対して、ンターネットを手段として正面から立ち向かおうとしてい

るのが、オバマ政権なのである。以下は、｢Transparency and Open Government ｣ の発表

に際しての、オバマ大統領のコメントである。 

 

 

「これまでの長い間、あまりに多くの秘密がありました。 古いルールでは、もし、ゕメ

リカ国民に対して明らかにすべきではないと、弁明できる論拠があるなっら、それは発

表されるべきではないと言われてきました。 そかし、その時代は既に終わっています。 

今日から始まることは、すべての政府と行政の機関が、この指示を理解することです、 

つまり、情報を隠そうとする側に立つのではなく、それを知らしめる側に立つというこ

とです」 

 

 

そして、この政権は約束どおりに、国庫の歳出を明確にする USASpending.gov というサト

を立ち上げた。 以下の図は、そのトップページの一部であるが、2009 年における助成金の受

け取りと、公共事業の受注に関する、それぞれの TOP 5 が明記されている。 

 

http://www.usaspending.gov/
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そして、助成金の受け取り先としてトップにある、NEW YORK STATE DEPT OF HEALTH を

クリックすると、以下のように細目が表示される。そこには、その使途などの TOP 5 が表示

され、国庫から支出される総額（$29 billion）の 93.7% に当たる$28 billion が、Medical 

Assistance Program（医療費の助成金）に使われている状況が理解できるようになっている。 
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また、先ほどのトップページから、公共事業の受注者として Lockheed Martin Corporation

をクリックすると、以下のような細目が表示される。 そして、その使途と、政府内の発注者

（Navy や Air Force など）が明示される仕組みになっている。  
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こうして、国庫からの助成金額と公共事業の発注額の、それぞれの TOP 5 を合算してみると、

双方が $ 100 Billion 前後になっていることに気がつく。 つまり、日本円にして約 10 兆円と

いう、膨大な予算が執行されている事実が把握できるようになっている。  

 

2. 対話 Participation（国民との対話と、政策立案過程への参加） 
 

｢Transparency and Open Government ｣ の二番目のテーマは国民との対話と、政治参加の

呼び掛けである。 前述の透明性で政府が抱える問題点を開示し、また、浮き彫りにした上で、

国民の参加を宇賀がしているのである。医療の筆頭に、問題が山積している状況において、一

人一人の国民に当事者として自覚してもらうには、政治への参加を募るのが一番である。 

それは、ゕメリカという国の状況が、あらゆる面において逼迫していることの表れであるが、

こうした政治と経済における停滞の波は、ゕメリカに限ったことではなく、日本を含む大半の

先進国と、多数を占める開発途上国にも押し寄せている。 それならば、これまでの政治では常

套手段とされてきた情報のコントロールを諦め、すべてを開示した上で、一人でも多くの市民

と共に考えるという方式が、オバマ政権を際立たせている。 
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2-1. Open for Questions（White House： 2009 年 3 月） 

 

オバマ大統領は、ンターネットを介して国民とつながる方法を積極的に模索している。ホワ

トハウスは 2009 年 3 月 24 日に、大統領管轄の「WhiteHouse.gov」Web サトに設けら

れた「Open for Questions」コーナーで市民からの質問を募集し、ンターネット上のタウン

ホール・ミーテゖングで回答することを明らかにした。 

ホワトハウスの公式ブログには、「この実験は透明性と信頼性を高めるために行っているも

のなので、知りたいことがあるなら大統領にどんどん質問してほしい。たくさんの人が参加で

きるよう、協力をお願いする。（中略）Open for Questions は WhiteHouse.gov による新た

な挑戦であり、開かれたホワトハウスを目指して、各地の米国市民が政権と直接対話する環

境を整える取り組みだ」と記されている。 

 

 

なお、米国 Google でエンジニゕリング担当副社長を務めるビック・ガンドトラ（Vic 

Gundotra）氏は 3 月 24 日夜、ホワトハウスが同社の大規模会議の質疑応答を効率化するオ

ンラン・サービス「Google Moderator」と、クラウド・コンピューテゖングを活用した開

発・運用環境の「App Engine」を使って Open for Questions を稼働させていることを明らか

にした。 

http://www.computerworld.jp/r/?http://www.whitehouse.gov/
http://www.computerworld.jp/r/?http://www.whitehouse.gov/OpenForQuestions/
http://www.computerworld.jp/r/?http://www.whitehouse.gov/blog/
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2-2. HealthReform.gov（DHHS:2009 年 3 月） 

 

ヘルスケゕ改革への国民参加の促進と、改革の過程の透明化に向け、Web キャストで放映され

る関係者会議や、全米各地で開催されるホワトハウス・フォーラムの様子をゕップデートす

るウェブサト。また、オバマ大統領が推進する総括的ヘルスケゕ計画への支持をオンラン

で表明できる機能も設けられている。 

 

その背景として、「国民皆保険」を提唱するオバマ大統領が、支持率低下で苦戦を強いられて

いるという現実がある。2009 年 9 月 9 日、上下両院合同会議で、医療改革の意義を熱く語る

オバマ大統領の姿が全米でテレビ中継されると、支持率がわずかに上昇したものの、改革法案

の決着については不透明だ。米国の医療保険の問題点として上げられるのは、4,630 万人とも

言われる未加入車者の存在である。たとえ、未加入者であっても急病で病院を訪れたら、病院

側は治療を拒否できない。そして、無保険の患者には支払い能力に応じた医療費を請求するが、

大半のケースにおいて不良債権となってしまう。 
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既存の医療保険制度は、どう考えても問題だが、米国民の多くはオバマ政権の医療改革をそれ

ほど歓迎していない。というのも、総人口の 85％がなんらかの医療保険に加入しており、その

大半が、オバマ政権の提唱する医療改革は無保険の人々に保険を提供するための改革と理解し

ているからだ。  

しかし、現実の医療保険制度について詳細を見ると、実際に 2008 年時点では、雇用主の提供

する団体医療保険に家族で加入した場合、平均で 1 万 2,680 ドルという年間の保険料が生じ

ている。 そこで、大企業なら会社側が保険料を全額負担してくれるが、中小企業では会社がほ

んの一部を負担し、残りは従業員の給与から差し引かれるという状況に陥る。 

 

そのため、オバマ大統領は上下両院合同会議を通じて、改革の目的は、無保険者に保険を提供

するだけでなく、過去の病気を理由に加入の拒否を禁止するほか、個人や雇用主が支払う保険

料の上昇を抑え、だれでも手ごろな価格で購入できる保険市場を確立するといった、すでに保

険を持っている人たちの利点を強調した。 Healthreform.GOV の Web サトは、こうした深

刻な問題について国民が事実を共有することを、最優先の目的にしているように思われる。 

 

2-3. Science Integrity Brog（OSTP：2009 年 3 月） 

 

科学技術政策に関してオ

バマ大統領が 3 月 9 日に

発表した「Scientific 

Integrity」に基づき発足

したブログ。同ブログ

は、科学技術政策に関す

る情報発信を行うと共

に、関連トピックに関

し、国民からのコメント

を受け付けている。 

 
 

 

さらに、オバマ大統領のホームページである Barackobama.com も、政権移行期間のサト

change.gov も、さらに連邦政府サトである  whitehouse.gov も国民の参加を促すための、

オープンな仕組みが組み込まれている。 

 

http://barackobama.com/
http://change.gov/
http://whitehouse.gov/
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3.連携 Collaboration（政府間および官民連携によりイノベーションを促進） 

 

連邦政府の各種統計情報を公開するサトとして、Data.gov がある。ここでは、それぞれの

政府および行政の機関が保有する、ありとあらゆるデータの開示が行われている。 そして、前

述の ｢開示｣ の項目で説明した情報の開示とは異なり、この Data.gov では、その大本となる

生データを提供する点が特徴となっている。 

そして、それらの生データは、Web 上で標準である XML などを用いているため、たとえば民

間の企業や各種の NPO などが、それらを用いて独自のサービスを提供しやすくなっている。 

さらには、複数の行政機関から提供されるデータを、それらのサービス上でマッシュゕップし

て、より興味深く、より理解しやすいサービスを実現するための配慮がなされている点に注目

すべきである。 

 

 

 

以下に示すのは、Data.gov における Department of Energy（DOE）が提供する生データの

一覧であるが、同機関における Conference や、Patent、R&D Project などに関するデータ

が、XML 形式で提供されている様子が分かる。 さらに興味深いのは、これらのデータの利用

頻度や評価が、 Rating という項目を用いて、赤い星印で表示されている点である。  

http://www.data.gov/
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それらのデータの中から、一番最後の項目である State Energy Data System をクリックし

てみると、このデータの所有者や、下部組織、収集期間、更新時期、注釈といった属性が、以

下のように記述されている。 
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また、このデータに関しては、すでに 6 人の利用者があり、その評価結果についても、以下の

ような細目が存在することが分かる。 そして、右側の所定の手続を行えば、このデータを誰も

がダウンロードし、また、評価できるようになっている。 

 

さらに、このページには、Department of Energy（DOE）の下部組織にあたる Energy 

Information Administration（EIA）が提供する、以下のような統計データの一覧も含まれる。 

これらの統計データは、Data.gov の主目的である生データの公開とは異なる趣旨のものであ

り、ここで提供される生データを用いて EIA が作成した、統計レポートという形態を取ってい

るように見える。 

 

上記のリストには、いくつかの項目が記されているが、その URL は同一であるため、どれを

クリックしても以下のページにたどり着く。 
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こうした、Department of Energy（DOE）における一連のデータを参照してみると、これま

では 実質的に Energy Information Administration（EIA）だけが利用してきたデータを、こ

の Data.gov を介して広く一般に公開することで、より多様な分析や調査が、最新の IT テク

ノロジーを用いて展開され、ゕメリカ政府における透明性が高まると期待できる。 
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まとめ 
 

 

今回のレポートでは、オバマ政権における ｢Transparency and Open Government ｣ の概念

と、現時点における運用について調査した。 

 

 

Transparency and Open Government  

Transparancy（政府の情報をオープンにし、透明性を高める） 

Participation（国民と対話し、一般国民に政策立案過程への参加を促す） 

Collaboration（政府間および官民連携によりノベーションを促進する） 

 

すでに、透明性／参加／連携といった趣旨の Web サトが構築･運営されており、そこで提供

されるサービスには、最先端ともいえるテクノロジーが適用されている。 

 

そして、それらの基板となっている概念は、政府として報告できるものだけではなく、レポー

トとしてまとめきれない生データまでも開示し、外部によるデータ利用を促進仕様としている。 

 

現実に、それに応えるかのように、Google や Microsoft などでは、行政に関するデータを分

析したり、視覚化するようような、新しいサービスの提供を開始している。 

 

こうした動きに注目すると共に、このオバマ政権による IT の活用術について、その進捗を継

続して注視していきたい。 

 

2009 年秋の Web 2.0 で、Tim O’Reilly は ｢注力できる部分に集中し、他との連携を図れ｣と

いうメッセージを発している。 また、オバマ大統領は ｢自分たちを特殊な存在と考えてはいけ

ない｣というメッセージを発している。 

 

この両者のメッセージを合わせて考えてみると、政府と民間を隔てるカベが、IT の急激な進歩

により溶解している様がうかがえる。 

 

ゕメリカ発の、この動向は、早晩 日本にも波及するはずであり、それを前提にしたンター

ネットへの取り込みを、あらゆる民間企業において、いまから準備すべきだと考える。 

 

 

 


