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グローバルな競争激化、SDGs 対応、少子化・高齢化、人口減少、インフラの老朽化、社会

保障など、わが国の都市や地域は数々の課題を抱えている。その対応としてデジタルテクノロ

ジーを活用が期待されており、日本政府は「Society5.0」のコンセプトのもと、その推進を図っ

ている。これまでも公的・社会的課題に対する P2M 理論の適用について検討が重ねられその成

果は蓄積されているが、目下のデジタル化推進の取り組みは、ステークホルダーの拡がりと対

象が大きく、長期にわたり、政府、民間そして市民セクターの役割も変化してきている。本論

はかかる社会構造変革の取り組みにおいて、P2M 理論の果たす役割とその適用の枠組みを検討

する。そのために文献レビューなどとともに日本政府が推進する「スーパーシティ」構想と、

同構想への群馬県前橋市の取り組みを検討し、社会構造変革をいかなる枠組みで捉えるか、

P2M 理論が果たす役割と適用の枠組みを明らかにするとともに、今後の検討課題を整理した。 

キーワード： 社会変革、スーパーシティ構想、ガバナンス、集合的ミッション共有 

 

Japan's cities and regions are facing a number of challenges, including intensifying global competition, 

responding to the SDGs, declining and aging birthrates, population decline, aging infrastructure, and social 

security. Digital technology is expected to be used as a response to these challenges, and the Japanese 

government is working to promote it under the concept of "Society 5.0. The application of P2M theory to 

public and social issues has been studied and the results have been accumulated, but the current efforts to 

promote digital technology have been broadening the range of stakeholders and targets, and the roles of the 

government, private sector, and civil sector have been changing. This paper examines the role of P2M 

theory and the direction of its application in these efforts for social structural change. This paper examines 

the role of P2M theory and the framework of its application in such social structural reforms, by reviewing 

the literature and examining the "Super City" concept promoted by the Japanese government and the efforts 

of Maebashi City in Gunma Prefecture. 
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1. 本研究の背景と目的 

現在わが国は、その公的・社会的課題を多く抱えている。内なる構造的な課題である少子

化・高齢化と人口減少は今後一層加速し、これによる社会保障費負担の増加、経済的活力の
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維持等が生じる他、高度経高度経済成長期に整備した道路、橋梁、上下水道などインフラス

トラクチャーのメンテナンスの問題、国や地方自治体の財政悪化、人出不足、国内市場の縮

小などにより、地域における居住や移動をいかに維持するかが大きな問題となっている。外

からの課題と言える激化するグローバルな競争などに加えて、SDGs や脱炭素に代表されるグ

ローバルな課題への対応も求められる。そしてこれら課題への対応のために、近年特にデジ

タルテクノロジーの活用の必要性が指摘され、特に、デジタル技術を用いた効率化である

「デジタル化」ではなく、ビジネスを含めて地域の構造やしくみを根本的に変容させる「社

会構造の変革」と言える「デジタルトランスフォーメーション」（DX）の必要性が叫ばれて

いる。日本政府は 2020 年 9 月にデジタル改革担当大臣を新たにおくとともに、「デジタル

庁」を 2021 年 9 月に設置する方針を発表するなど、対応を図っているところである。 

公的・社会的課題は一般的に、ステークホルダーが多く、かつその内容（内訳）も行政、

民間、市民セクターなど多岐に渡るとともに、各ステークホルダー相互は独立した意図、利

害、意思決定の能力を持つ。また、課題解決のための個別プロジェクト群及びそれらより構

成される「プログラム」の実施と成果発現に要する時間が長く、例えば都市開発は数年から

十年単位の事業である。そしてこれらの特徴故に、P2M 理論が通常想定する「プログラム」

における、明快に意思決定の権限と能力を持つ事業（プログラム）所有者たる「オーナー」

とその実行代理人である「マネジャー」が存在するという構図のシンプルな実現は、容易で

ないことが多い。 

このような状況における「プログラム」のマネジメントのあり方について、筆者は前論[1]

において、ベトナムにおける産業人材育成分野などでの政府開発援助（ODA）を題材に検討

した。その結果、多くのステークホルダーがミッションを共有し、相互に連携してそれぞれ

の役割を果たす「集合的ミッション形成」の必要性を導くとともに、「プログラム」の中に

「集合的ミッション形成」のための活動を組み込むこと及び「アジャイル型の開発アプロー

チ」の有効性を明らかとした。一方で、「DX」を都市や地域に適用したアーバンデジタルト

ランスフォーメーション（UDX）は、社会のあり方そのものの構造変革を迫るインパクトを

もつ試みであり、産業人材育成など ODA による特定分野の協力に比して取り組み内容の拡が

りが大きく、ステークホルダーの数や多様性は遥かに大きい。また「政府」や「民間」など

ステークホルダーが「公共」のために果たす役割は変化してきている。さまざまな困難を抱

える我が国において、特にデジタルテクノロジーを活用して社会変革を通じた公的・社会的

な課題解決の取り組みは、今後その重要性を増すと考えられる。 

以上の認識より本論は、かかる取り組みにおいて P2M 理論の果たす役割とその適用のあり

方を検討する。具体的にはこれまでの検討を踏まえ、UDX などによる社会変革の取り組みに

ついて、いかなる枠組みで捉えるか、そしてその中での P2M 理論が果たすべき役割、適用を

どのような枠組みで検討すれば良いかについて、今後の検討課題とともに明らかとすること

を目的とする。この目的のために、国が推進する「スーパーシティ構想」に着目し、先行研

究と文献レビュー等で仮説を構築するとともに、「民間連携事業者」が全国で最も多いなど
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高い注目を集めている群馬県前橋市の同構想にかかる取組み事例より仮説を検証し、検討を

おこなう。 

 

2．社会構造変革に関連する P2M 理論の先行研究レビュー 

本章ではこれまで述べた問題意識に基づき UDX、特に「スーパーシティ構想」などに関連

した社会変革の取り組みについて、特に P2M 理論における先行研究をレビューする。 

 

2.1 P2M理論による大規模な社会システム構築のためのアプローチの検討 

P2M 理論は、1998 年に経済産業省がエンジニアリング振興協会に「広く日本の産業競争力

を強化する」ために管理基準の策定を要望したことを契機に生まれたものであり、かかる経

緯より企業を主体とする議論が大きな位置づけを占めてきた。そしてプロジェクトやプログ

ラムの定義より、現時点で国際 P2M 学会の提示している P2M コンセプト[2]でも、特定の「プ

ログラムオーナー」発意の「全体使命」を「プログラムマネジャー」が創造的統合マネジメ

ントにより実現する、という構造が基本となっている。 

 
図３－１ P2M Version2.0 の概念（国際 P2M学会[12]より引用） 

 

同時にその後 P2M 理論はその適用の問題意識と研究の範囲を広げ、地域や社会の課題、

SDGs への対応などについて蓄積を積み上げてきている。その内容は企業主体によるものに限

ることなく、地域振興、教育、ODA など多岐に渡り展開されている。 

「Society5.0」に関連して小原[3]は 2019 年に、社会難題に取り組む国際 P2M 学会の独自研

究として、Society5.0 環境の P2M 適用可能な新分野の研究について様々な分野アプローチが

あることを取りまとめるとともに、「公益と私益の全体調和」、「プログラムマネジメント

による価値創造」、「市民目線のステークホルダーの社会参加と協働に着目した適用領域の

拡充」の３つの「P2M の基本命題」の重要性について述べている。同時に小原は同論文にて

P2M における「主体者」である「事業所有者」（owner）と、実行代理人である「プログラム

マネジャー」（program manager）の存在というプログラムの基本構造にも言及している。 
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2.2 P2M理論における公共的・社会的価値実現の検討 

企業主体ではない地域活性化を目的としたアプローチについては、2011 年の中山[4]らや、

2014 年の中山・亀山[5]により検討がなされており、プラットフォームマネジメントのあり方

などが示されているが、これは箱根・小田原地域という圏域における、関係者の顔が見える

スケール感に関するものと言える。このような地域活性化などについて取り組んだ研究は他

にも数多く存するが、直近の例では大和田[6]らが宮崎県五ヶ瀬町における「関係人口創出事

業」を事例として地域価値共創プログラム等の検討をおこなっているが、これも具体的な地

域における事業を対象として、理論的検討の蓄積をおこなっている。これらは、比較的小規

模な社会的取り組みにおける P2M 理論の適用のあり方やその有効性を示す成果と言える。 

地域社会の望ましいあり方実現という観点において、福島の復興という重要かつ困難な課

題についての一連の考察がある。東日本大震災及び福島第一原子力発電所の事故により大き

な被害を被った福島の復興（望ましい姿の実現）という課題について、李・永井・松岡[7]はそ

のためのプラットフォームマネジメントについて検討している。李らはプラットフォームに

ついて「プログラムを推進するために作られる協働作業をする場」という吉田・山本[8]による

定義に加えて、「人々がそこに参加し、意識・無意識のうちに相互に観察し、コミュニュケ

ーションを行い、相互に理解し、相互に働きかけ合い、相互に心理的刺激をする、その状況

の枠組み」である「場」の重要性と、そのためのしかけとしての「ふくしま学（楽）会」の

役割について考察している。国家戦略特区による「スーパーシティ構想」と、福島の復興と

は達成目標の具体性やスケジュールなどは異なるが、こうしたプラットフォームを活用して

マネジメントを図る試みと知見は重要である。 

 

2.3 「Next P2M」の公共的・社会的側面からの検討 

山本[9]は社会システム構築、特に「Society5.0」の社会実現に向けたプログラムへの P2M 理

論の適用とその理論の拡張を検討している。同論文で山本は社会システム構築のマネジメン

トにあたっては、企業向けの P2M 適用に限界があることを指摘し、「Next P2M」の研究対象

として「将来企業の特命業務を通じた顧客の価値創造」と並んで「社会システムの構築を通

じた社会の価値創造」があることを明記した。その上で、事業者、市民・消費者、公的機関

の３者が大きく利害関係者となりこれら関係者の情報交流・プログラム価値確認の「場」の

重要性、その「場」をプログラムのプラットフォームと考えた場合の「設計」と「運用」の

考え方を論じている。特にプラットフォームの設計論として国領[10]による(a)コミュニケーシ

ョンパターンの設計、(b)役割の設計、(c)インセンティブの設計、(d)信頼メカニズムの設計、

(e)参加者の内部変化のマネジメントを掲げ、その有効性を示唆している。更に加藤・楓・越

島[11]はプログラムの上位に「スーパープログラム」が存する階層性を持ったアプローチの可

能性を示唆し、階層性をもたない「場」とスーパープログラムの使い分けなどを、今後の課

題としている。 
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以上のように P2M 理論においても「社会システムを通じた社会における価値創造」につい

ては先行する成果があるが、その多くはプラットフォームやステークホルダーのマネジメン

トに関する事項について、知見が集積してきている。 

 

2.4 ODAを題材とした公的・社会的価値創出のための条件等の検討 

筆者は、社会における価値創造という問題意識より、政府開発援助（ODA）事業を題材と

して、P2M 理論を適用したその望ましいマネジメントのあり方を検討してきた。その中でも

ODA を実施する「主体」に着目した検討[12]では、支援するドナー側と受け手かつ当事者であ

る相手国側という異なる「主体」の協働として捉え、P2M 理論の枠組みより ODA 事業（プ

ロジェクト・プログラム）の構造と留意点を明らかとした。ODA 事業は、政府間の協力プロ

ジェクトという観点から考えると「主体」のあり方やその際の留意点は明瞭に示すことが出

来ると言える。 

その上で前論[1]では、10 年以上など長期にわたりかつ内容が複雑となる ODA のプログラム

アプローチ実際のマネジメントについて、ベトナムにおける産業人材育成の事例等により検

討した。その結果、協力内容に依っては「ミッションの形成方法、実現方法が、強い権限や

リソースを持つ「オーナー」やそこから付託を受けた「マネジャー」から構成される形態に

て、額面通り実施することは困難なことが多い」こと及び、価値実現のための「集合的ミッ

ション共有」の必要性を導いた。すなわちこのような「プログラム」においては、そのミッ

ションを、特定の「オーナー」による直接的な指示命令が困難な者も含めて多くのステーク

ホルダーが、「集合的」にミッションを共有することの必要性があるとともに、「プログラ

ム」の活動の中に「集合的ミッション形成」に関わる活動を含めるべきことを示したもので

ある。更に「集合的ミッション形成」には、異なる主体間における「並列的ミッション共

有」と、時間経過を経ての「逐次的ミッション共有」があること、その長きにわたる過程に

おいて「アジャイル的なオープンイノベーション」の役割があること、「Independent Back-

bone Organization」にあたる組織の役割の重要性を明らかとした。 

一方で、ODA による産業人材育成は、当該セクター「縦割り」のひとつと見ることが出

来、当該セクターに関わる限定的なステークホルダーの関与により、実施し得る。これに比

すると、「ステークホルダー」の拡がり、役割の多様性・複雑性は、UDX による社会構造変

革、特に Society5.0 実現を意識した「スーパーシティ」構想においては、遥かに大きい。次章

にて詳述するとおり「スーパーシティ」構想は、データ共通基盤のもとで分野毎の「縦割

り」ではなく「包括的・総合的」な取り組みであり、政府部門のみならず、民間、市民セク

ターなどが幅広く参画、関与することを前提としたものであり、産業人材育成という特定分

野における対応とは性質が異なる。そして、このように幅広いステークホルダーが関与する

社会変革と言える動きの具体的な進め方、留意点などについては十分な検討は出来ていない

と言える。 
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3.「スーパーシティ構想」の背景・目的と内容 

3.1 わが国社会のデジタルテクノロジーによる構造変革、ステークホルダーの

役割に関する議論 

わが国はその人口動態などに起因する各種問題や各センターにおける生産性の低さ、地方

の縮退など多くの問題を抱えている。同時に、全世界的な動向として、グローバルな競争の

激化、SDGs に代表される地球規模課題の深刻化、脱炭素化への対応などがある。その中で特

にわが国の経済や社会の苦境を招いた大きな要因が「デジタル化」への乗り遅れであるとい

う認識は、広く共有されているところである。社会生活面においても COVID-19 のパンデミ

ックを受けて、定額給付金配布の遅さや実施コストの高さ、FAX に頼る行政の情報共有シス

テムなど、わが国の行政や社会のしくみのデジタル化への乗り遅れによる非効率、高コスト

などを実感せざるを得なかったことは、記憶に新しい。 

従前より日本政府は、第 5 期科学技術基本計画（平成 28 年より 5 ヵ年間）においてデジタ

ルテクノロジーを活用したわが国社会の将来のあり方として「Society5.0」を提唱してきた。

内閣府[13]は「Society5.0」を、「サイバー空間（仮想空間）とフィジカル空間（現実空間）を

高度に融合させたシステムにより、経済発展と社会的課題の解決を両立する、人間中心の社

会（Society）」と説明しており、その実現は社会の根本的構造そのものの変革を志向してい

る。 

 

デジタルテクノロジーの導入により、政府（自治体）と企業、市民（コミュニティ）の役

割そのものが変わる必要性、すなわちステークホルダーの役割やあり方が変わることについ

ても多くの議論がある。若林[14]は近年の、「政府」（自治体）の役割増大とそのリソースの

限界、多様化した「公共ニーズ」に応える必要性を指摘するとともに、そのためにデジタル

テクノロジーを活用し、民間や市民の適切な参画を得た「新しい公共」の必要性を指摘して

いる。経済産業省[15]は「ガバナンスイノベーション：Society 5.0 の実現に向けた法とアーキ

テクチャのリ・デザイン」報告書において、Society5.0 においては社会変化のスピードが極め

て速く、取扱うデータが複雑・大量となること、意思決定の多くが AI を介在しておこなわ

れ、社会活動が容易に国境を越えてなされることなどから、「政府、企業、コミュニティ・

個人が互いに協力し、ガバナンスの担い手としてのそれぞれの責任を果たすような、新たな

ガバナンスモデルの構築に取り組むことが必要」と述べ、社会のガバナンスのあり方を変化

させる必要性を強調している。これらを踏まえて筆者[6]は、デジタルテクノロジーの導入など

により「新しい公共の仕組み」を実現する必要性、そこでの P2M が果たしうる役割などを論

じた。 

 

「Society5.0」の実現のためには、様々な主体による取り組みが必要であるが、政府の主な

中長期的政策としては「デジタルガバメント」、「スマートシティ」とともに本論にて着目
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する「スーパーシティ」が内閣府[16]により挙げられている。そこで次節以降に本論で着目す

る「スーパーシティ構想」の内容や特徴を概説し、検討を進めることとしたい。 

 

3.2 「スマートシティ」に関する取り組み 

「スーパーシティ構想」について論ずる前に、類似し深い関連を持つ「スマートシティ」

という考え方について整理し、本論での位置づけを整理しておきたい。 

国土交通省[17]は「スマートシティ」を、「『都市の抱える諸課題に対して、ICT 等の新技

術を活用しつつ、マネジメント（計画、整備、管理・運営等）が行われ、全体最適化が図ら

れる持続可能な都市または地区」と定義している。この一般的定義ではやや漠然としている

が、ICT などの新技術（デジタルテクノロジーと解釈できる）を活用し、都市が抱える課題

を解決する取り組み一般を指している。国土交通省都市局が事務局を務める「スマートシテ

ィ官民連携プラットフォーム」の HP[18]では、課題を「交通・モビリティ」、「エネルギ

ー」、「防災」、「インフラ維持管理」、「観光・地域活性化」、「健康・医療」、「農林

水産業」、「環境」、「セキュリティ・見守り」、「物流」、「都市計画・整備」に分類

し、具体例として「スマートシティプロジェクト」として「観光型 MaaS（Mobility as a Ser-

vice）における移動および車両データ収集、利活用実証」、「「スマート一次産業」の実現に

向けた実証フィールド形成による地方創成」など 185 の「取り組み一覧」を掲載している。

その内訳は「交通モビリティ」「観光・地域活性化」の２課題がそれぞれ全体件数比で約

80％であるのに対し、次に多いのが「健康・医療」の 25.9％に留まっている（一つの取り組

みで複数課題に対応しているものがあり、全体件数に対する比率の合計は 100％を超える）。

このように特定の課題（交通、観光など）に大半の取り組みが集中しており、都市の課題全

体に取り組んでいる現況にはない。 

以上のとおり、既存の「スマートシティ」の取組みは特定分野に特化した「縦割り」的な

ものが多く、ステークホルダーの拡がり、役割や関わりは、当該分野に関係したものに限定

される。これと異なり幅広い分野の多くのステークホルダーが関与するのが、「スーパーシ

ティ」構想である。 

 

3.3 「スーパーシティ構想」の内容と特徴 

最初に整理しておきたいが、「スマートシティ」は広い意味で用いられる概念であり、日

本国外においても「スマートシティ（smart city）」という用語は広く用いられている。一方

で、「スーパーシティ」構想は日本政府が重点的に推進する個別政策、施策の呼称であり、

世界的に広く用いられる一般的な概念や取り組みを示す用語（一般名詞）ではない。 

「スーパーシティ構想」の概要について、その政策を所管し推進している内閣府[19]は次の

とおりその「コンセプト」を説明している。 
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スーパーシティの基本的なコンセプトは以下の通りとなります。 

①これまでの自動走行や再生可能エネルギーなど、個別分野限定の実証実験的な取組ではなく、例えば決

済の完全キャッシュレス化、行政手続のワンスオンリー化、遠隔教育や遠隔医療、自動走行の域内フル

活用など、幅広く生活全般をカバーする取組であること 

②一時的な実証実験ではなくて、2030 年頃に実現され得る「ありたき未来」の生活の先行実現に向けて、

暮らしと社会に実装する取組であること 

③さらに、供給者や技術者目線ではなくて、住民の目線でより良い暮らしの実現を図るものであること 

という、この３要素を合わせ持ったものであると定義しており、これを「まるごと未来都市」と呼んでい

ます。この「まるごと未来都市」の実現を支えるのが、大胆な規制改革です。 

遠隔教育、遠隔医療、電子通貨システムなど、ＡＩやビッグデータを効果的に活用した先進的サービスを

実現しようとすると、どうしても、各分野の規制改革を、同時一体的に進めなければなりません。 

そういう意味では、スーパーシティは、「まるごと規制改革都市」とも言えるかもしれません。 
（注）網掛による強調は筆者による。 

 

その実現のために「分野横断的なデータ連携基盤」を備え、さまざまな分野における横断

的なサービスを提供する考えである。加えて内閣府[20]は「住民が参画し、住民目線で、2030

年頃に実現される未来社会を先行実現することを目指す」とともに、「「まるごと未来都

市」の実現を、地域と事業者と国が一体となって目指す取り組み」と説明している。 

 

図２－１ スーパーシティの構成（内閣府 HP[20]より引用） 

 

すなわち「スーパーシティ構想」は、次の点に特徴があると言える。 

（１）「交通など個別分野の取り組み」の実証実験的取り組みではなく、それらを横断した

幅広い生活全般をカバーし実装を図っていること（まるごと未来都市）。 

（２）住民目線による「ありたき（あるべき）未来＝To Be」の実現という、バックキャステ

ィング的な思考が明確であること。 
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（３）それらの実現には「規制緩和」が重要であり、かつその改革を各分野で同時一体的に

進めること（まるごと規制改革都市）。 

（４）その実現のために「データ連携基盤」を分野横断的に設置し、データの活用による

「まるごと」の対応を図ること（包括的なアプローチ）。 

（５）「データ連携基盤」に集積される「データ」は、行政や事業者が生み出すものだけで

はなく「住民が参画」し、その活動の履歴などを含めて産み出すものも含まれること（構

造実現には住民も重要なステークホルダーとなる）。 

以上のように「縦割り」ではない包括性、総合性が特徴であり、そのステークホルダーと

して行政や事業者等に加えて、「住民」が裨益者であるだけでなく、データの提供元として

重要な位置づけにあると言える。 

 

3.4 「スーパーシティ構想」推進の取り組み 

本節では事例検討対象である、「スーパーシティ」構想の内容と特徴をまとめる。 

「スーパーシティ構想」は、制度的には「国家戦略特区法」等に位置づけられる事業であ

る。その詳細は内閣府地方創成推進事務局[21]による資料「「スーパーシティ構想」につい

て」に詳しく記載されているが、国家戦略特区法に関して内容に応じて、閣議決定、政令改

正、総理決定により各種方針を定めた上で、提案者は、住民合意を経た提案（規制緩和の要

望を含む）を総理に提案する。そうすることで、事業計画を各省縦割りではなく総理の指示

のもとで一体的に検討され、提案事業内容がバラバラとなることを回避するしくみとなって

いる。 

「スーパーシティ区域の指定基準」も同事務局資料にあるが、「概ね５分野以上の先端サ

ービスの提供」（複数分野での並行的取り組み）、「地方自治体のみならず民間事業者等の

強いコミットメント」（政府部門のみの事業ではない）、「構想全体を企画する「アーキテ

クト」の配置」、「地方自治体の公募による主要な事業者候補の選定」、「住民の意向把

握」、「データの互換性確保と安全管理」、「個人情報の適切な取り扱い」などが、「スー

パーシティ区域」として指定されるための基準となっている。「スマートシティ」の取り組

み「縦割り」的に特定の分野に集中する傾向にあったものに対して、「スーパーシティ構

想」は「概ね５分野以上」などの基準により、「まるごと」の未来都市実現に向けた規制緩

和を図るものである。 

スーパーシティ区域指定に関する公募は、2020 年 12 月 25 日開始、2021 年 4 月 16 日締切

で実施され、4 月以降に区域指定の政令閣議決定等がなされることとなっていたが、政府は

2021 年 8 月 6 日に「大胆な規制改革の提案が乏しかった」として採択を延期し、応募してい

た 31 の地方自治体に提案の再提出を求めている。 
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4．社会変革の取組みのための「ガバナンス」と「マネジメント」の検討枠組み 

前章にてまとめた通り、「スーパーシティ」構想を含む社会変革の取り組みは、特定セク

ターに留まらず包括的に幅広いステークホルダーとともに、長期間にわたり取り組みを続

け、それを実装し「より良い暮らしの実現」を図るものである。このような幅広い長期的な

社会変革の取り組みを検討するにあたって、社会を「治める」という枠組みが重要と考えら

れる。 

本論の目的である「社会構造変革と言える規模や拡がりを持つ試みにおける P2M 理論適用

の枠組み」検討のために、治める行為である「ガバナンス」と、特定意図を持ったマネジメ

ントの関係について枠組みを検討したい。 

 

4.1 「テクノロジー」による「社会のアップデート」に関する論説 

「テクノロジーにより社会を変革する」ことについて、東京大学産学協創推進本部にてス

タートアップ支援等をおこなっている馬田[22]は「インパクト」「リスク」「ガバナンス」

「センスメイキング」の４つが必要としている。「インパクト」は、「理想」であり「現

状」とのギャップ（デマンド）を明らかにするものであり、これは P2M 理論で言う「あるべ

き姿」と同様の考え方と言える。「リスク」はテクノロジー導入による負の側面の評価、不

確実性であり、これも P2M 理論においてマネジメント項目として挙げられている。「センス

メイキング」について馬田は「ステークホルダーが「理にかなっている」「意味をなす」

「わかった」と感じることによって、人々が動き出すプロセス」としている。その上で「課

題」「現状」「インパクト」「解決策とテクノロジー」「リスクと倫理」「ガバナンス」と

「多くの人のセンスメイキング」が必要と指摘し、そのための方法論（「ナラティブ」「フ

レーミングの変更」など）を挙げている。この点は前節に述べた P2M 理論「ステークホルダ

ー」マネジメントの方法論に通じている。 

そして「ガバナンス」については既存の多くの論や定義があることを踏まえ、テクノロジ

ーの社会変革という文脈として、次のとおり定義している。 

「関係者や関係するモノの相互作用を通して、法律（制度）や社会規範、市場、ア

ーキテクチャなどを形成・変化させることで、効率・公正・安定的に社会や経済を治

めようとするプロセス全般のこと」（馬田[22]p233） 

すなわち要素として「法律（制度）」「社会規範」「市場」「アーキテクチャ」を考え

て、それ要素らを「形成・変化」させることで「安定的に社会や経済を治めるプロセス」に

より、「テクノロジーによる社会変革」という考え方である。その上でテクノロジーの社会

実装とガバナンスの関係について、次のとおり述べる。 

「テクノロジーの社会実装という行為は、技術開発だけではなく、技術と、技術の

周囲に丁寧に作りこまれた法、制度、人々によるネットワークと相互作用の体系を作

り上げていくことです。そしてその相互作用を適切に調整していくネットワークの編

集をガバナンスという行為だと捉えるのです。」（馬田[22]p234）。 
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その上で新しいテクノロジーの例として「電気」を例にとり、電気という技術の周囲に配

置された法律や制度による規律付け、電気工学の教育や資格、電気を工場で取り扱うための

ノウハウなどに取り囲まれて、「電気」というテクノロジーは「治め」られ、そのポテンシ

ャルを発揮する、と説明する。そしてガバナンスをアップデートするとは、こうした「相互

作用のシステムをアップデートすること」（馬田[22]p234）であるとする。 

このようにテクノロジーなどにより「社会を変革する」ということについて、テクノロジ

ーそのものに加えて、法、制度、ノウハウ、教育、資格、使う場（工場など）などの相互作

用のあり方により実現することを説明している。そしてこの考え方は「デジタルテクノロジ

ー」の社会実装においても全く当てはまる。 

馬田は「インパクト」「リスク」「センスメイキング」と P2M 理論と共通する部分が多い

問題意識と並べて挙げられる「ガバナンス」に着目しているが、プロジェクトやプログラム

のマネジメントと「ガバナンス」の関係について考えるために、次項にて「ガバナンス」に

ついて関連する論を整理する。 

 

4.2 「社会変革」のための「公共ガバナンス」 

「ガバナンス」について、マーク・べビア[23]は「ありとあらゆる「治める」というプロセ

ス」を示すとし、そこには主体（政府、ネットワーク、市場）や対象（家族、種族、組織の

形態、地域、規範、力など）のあり方は関係ないと説明する。それ故にその対照やあり方は

多様であり、組織や企業のガバナンス（コーポレートガバナンスなど）、パブリックガバナ

ンス、グローバルガバナンス（国境をまたぐ課題や国家の連携など）、グッドガバナンス

（開発途上国の支援における戦略）など、様々な場面で用いられるそしてこれら広い文脈の

ガバナンスに共通する「組織間の協調」を表４－１に示すの３つの理念に分類できるとす

る。 

特に「公共ガバナンス」（パブリックガバナンス）については、政府（ガバメント）とガ

バナンスについて、今井[24]は、ガバメントは「制度化された機能」であり、ガバナンスは

「統治の行為とプロセス」と整理している。そしてガバナンスは「公的・民間・ボランタリ

ーの各セクター」の担い手が、ネットワーク（パートナーシップ）による水平的協力関係に

基づきおこなう（ガバメントはヒエラルキーに基づく命令、統制、指示による）ものと整理

される。 

表４－１ 協調の理念・「ガバナンス」の形態とその組織的特徴 

協調の理念 階層構造 

（ヒエラルキー） 

市場 ネットワーク 

ガバナンス 権威 価格 信頼 

構成員間の関係基盤 雇用関係 契約と財産権 資源の相互交換 
構成員間の相互依存度 高い依存 相互に独立 相互依存 
対立の解決と調整の手段 規則と命令 値切り 外交 

組織風土 服従 競争 互恵 

（参考文献[23]p.4 掲載の表を筆者が一部書式と強調を改訂） 
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さらにガバナンスを検討する枠組みとして、統治の範囲（グローバルから国家、地域、個

人まで）とその内容（産業、農業、交通など）、主体（政府、企業、ボランタリー（市民）

セクター）などが様々なレベルから構成されていることに着目する「マルチレベルガバナン

ス」や、トルフィング[25]が「利害の異なる様々な社会的、政治的アクターたちが、共通の目

的の設定、促進、実現をめざして、アイデア、ルール、資源を幅広く動員、交換、活用し、

相互に影響を及ぼし合う複雑なプロセス」と定義した「インタラクティブガバナンス」など

が挙げられる。これまでの整理は「ガバナンス」の論を網羅的したものではないが、本論の

目的に照らして考えた場合、公共に関するガバナンスは、次の内容と特徴を持つと言える。 

（１）プロセス：一定の地理的領域に関して、公共の観点から、多くの主体（政府、企業、

ボランタリー（市民）セクター）間のネットワークに基づく統治のプロセスである 

（２）共通の目的：そのプロセスは各主体間で共通の目的（その設定・促進・実現）がある 

（３）階層構造：関係する主体、統治の内容及び地理的な広がりは階層構造を持つ 

（４）各主体の関係性：主体間の関係性はヒエラルキー（指示・命令など）、市場メカニズ

ム、ネットワークに分類される。すなわち「指示・命令」以外の関係性が豊富に存する。 

（５）各主体の活動：それぞれの主体はその特性や職能に応じた「アイデアやルール、資

源」の動員、交換、活用をおこなう 

 

ここにまとめたガバナンスの内容と特徴を、ある地域における時系列の一断面として図示

すると、図４－１のとおり表現できる。 

 
図４－１ 時系列の一断面における地域の「公共ガバナンス」モデル 

 

「ガバナンス」には、政府・自治体、企業、ボランタリー（市民セクター）に大別できる

多くの主体が関係しており、それぞれの主体（セクター）は階層性を持つ。そしてそれら主

体間はアイデア、ルール、資源の動員、交換、活用と言った活動を推進するが、その関係性

はヒエラルキーに基づく指示・命令関係のみならず、市場メカニズム、ネットワークと言っ
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た関係性を持つ。そして、これら主体はガバナンスの「共通の目的」の設定、促進、実現を

図る、という「統治プロセス」にある。 

このガバナンスのプロセスの中で展開される「プロジェクト」は、特定の使命を設定し、

目標とする期日までにそれを達成しようとするものであり、「プログラム」はより大きなイ

ンパクトを目指す営みであると位置づけられる。 

 

4.3 社会変革における P2M の適用の方向性とその枠組み 

本論の目的に関連して、前節までの検討を踏まえて UDX による社会変革の取り組みについ

て、いかなる枠組みで捉えるかについて、整理したい。 

地域の「ガバナンス」、すなわち治めるという行為に当該地域が存する限り「終わり」は

なく、行政をはじめとする地域の様々な主体の不断の「定常業務（オペレーション）」をい

かに遅滞や誤りなく遂行するかが重要な課題である。すなわち地域のガバナンスは終わりの

ない（エンドレスな）「プロセス」であり、不断のオペレーションが重要な意味を持つ。そ

してその「プロセス」は、「政府（自治体）セクター」「企業セクター」「ボランタリー

（市民）セクター」が 4.2 にまとめた関係性の下で、それぞれの職能と役割を果たし実施する

オペレーション群により進められる、と整理できる。 

かかる理解の下、これまでの検討を踏まえて、デジタルテクノロジーを活用した社会変革

を含むにおける P2M の役割とその理論枠組み適用のあり方、方向性は次のとおり仮説として

まとめることができる。 

 

（１）「ガバナンス」プロセスの不断の変革：「サービスモデル」として位置づけ 

社会変革には、それらオペレーションをいかに適切に変革、アップデートしていくか、が

重要となる。P2M はその３S モデルにおいて、「ミッションに合致した価値を創出するため

の施策を実行する」「定常的業務として定着するまでの期間におこなわれる」ものとしての

「サービスモデル」を定義[8]している。そして「サービスモデル」を起点にスキームモデルあ

るいはシステムモデルへと立ち返りプロジェクト・プログラムを実施することを想定する。

これら個々のサービスモデル（オペレーション）の変革にあたっては、P2M の考え方が有効

であり、特に何が変革の必要性がない「オペレーション」であり、いずれが変革を要する

「サービスモデル」でスキームモデルあるいはシステムモデルに繋ぐべきか、それらの総合

性考慮などのマネジメントが必要である。 

この部分は、地域社会総体として判断が必要であり、「集合的ミッション」の形成とそれ

が共有された条件下で、おこなわれることが必要である。そして地域の課題は幅広く「政

府・自治体」のみでこれら提案と実施をおこなうことは不可能と言える。故に ODA における

検討で導出された通り、多くのステークホルダーがそれぞれの立場でおこなうアジャイルで

オープンなイノベーションを取り込むことが、望ましいと考えられる。 

 



Journal of IAP2M  Fumihiko OKIURA     
 

Vol.16 No.1 (Oct., 2021) 
 

199 

（２）抽出された課題のプロジェクト・プログラムの実行 

上記（１）によりスキームモデルあるいはシステムモデルとして対応すべき、と抽出され

た課題について、サービスモデルに至るためのプログラムあるいはプロジェクトを実施し、

変革を実施することが必要である。この部分については、明瞭なプログラムあるいはプロジ

ェクトのオーナーとマネジャーという構成により、P2M 理論などを適用しながら適切に実施

されることが有効であると考えられる。 

そしてここで実施された内容は、前述（１）「ガバナンス」プロセスに組み込まれる。こ

のように「ガバナンス」プロセスの不断の変革と、抽出された課題のプロジェクト・プログ

ラムの実行は、相互に作用しながら進められることとなる。 

 

（３）「前提」としての「集合的ミッション形成・共有」のプロセスの必要性 

上記（１）（２）の実施のためにはその前提として、ODA における事例と同様に、さまざ

まなステークホルダーによる「集合的ミッション共有」が必要であり、共有のために必要な

活動は「プログラム」の活動に組み込む、あるいはプログラム形成と実施の前提として条件

を整えることが必要である。また「集合的ミッション」の内容をモニタリングし、必要に応

じて改善する「Backbone Organization」の役割を果たす主体があることが望ましい。これは

「政府・自治体」が適切であると考えられるが、地域の実情に合わせたバリエーションがあ

り得るであろう。 

 

ここまで整理した内容は、図４－３のとおり示すことができる。 

 
図４－３ 地域社会変革のためのガバナンスと P2Mの関係性の枠組み 
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5．事例による検証：群馬県前橋市における「スーパーシティ」の取組み 

本章では第４章までに検討した社会変革の取り組みのための「ガバナンス」と「マネジメ

ント」の枠組みの考え方について、具体事例を通じてその妥当性を検討する。具体事例とし

て第３章にまとめた「スーパーシティ」構想を取り上げ、同構想に対する群馬県前橋市の取

り組みとその現時点での成果を検討する。ただし社会変革の取り組みはその実行から成果発

現までに長期間を要し、本章で検討する「スーパーシティ」構想もその例外ではない。同構

想はまだ実施段階に入っている事例は存せず、前橋市を事例とした検討も「スーパーシテ

ィ」構想導入、実施の準備段階におけるものであることには留意が必要である。 

 

5.1 前橋市の「スーパーシティ」申請 

前橋市は人口約 34 万人の群馬県の県庁所在地であり、東京都心より約 100Km の国土のほ

ぼ中央に位置する「中核市」である。前橋市の山本龍市長は、2020 年 9 月 10 日の定例記者会

見[26]において、スーパーシティ構想へ申請することを表明した。この中で山本市長はスーパ

ーシティ構想への申請について、その目的（市民が便利になるように）、経緯（これまで

数々実施してきた ICT を用いた社会実験）、手段（社会実験成果の実装にはスーパーシティ

構想に基づく「特区」制度を利用するしかない）及び懸念の所在とその対処（市民の様々な

疑念の所在の認識及びそれに向かってきちんと説明）を述べている。 

前橋市は HP[27]などを通じて「「スーパーシティ」の実現により、日常の負担となっている

ことを軽減することで、日々の暮らしにゆとりが生まれ、そのゆとりで、豊かな自然、歴史

文化に触れ、食や文化を楽しみ、自分らしく生き生きとした生活を送る「スローシティ」1の

構想を目指す。」とし「スローシティ実現のためのスーパーシティ」であることを謳ってい

る。これは特区申請自体が目的ではなく、これまでの取り組み経緯を踏まえた「手段」であ

ると、当初から明確に位置づけるとともに、裨益者の理解とリスク管理のためのコミュニケ

ーションを強調したものである。そしてオンラインでタウンミーティング、ワークショッ

プ、市民アンケート、パブリックコメント、動画制作など市民への説明と対話を重ねてい

る。 

 

5.2 前橋市の「スーパーシティ」推進体制 

前橋市は 2020 年 10 月に「前橋市スーパーシティ準備検討会」を設立した。その体制、構

成は前橋市 HP[28]において公開されており「準備検討会」の構成は図５－１のとおりである。 

 
1 地域の食や農産物、生活・歴史文化自然環境を大切にした個性・多様性を尊重する新たなまちづくりを目

指す国際運動で、欧州を中心に 30 か国 236 都市が加盟。日本からは前橋市が 2 番目の加盟者である。 
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図５－１ 「前橋市スーパーシティ準備検討会」の構成（前橋市 HP[30]より引用） 

 

内閣府はスーパーシティ区域の指定基準[29]において、「構想全体を企画する者である「ア

ーキテクト」の存在」を求めており、前橋市ではアドバイザーは外部有識者（慶応義塾大学

國領教授）を求めているが、他は市内に存する大学学長（教育）、産業界代表及び市長をこ

こに配置している。事業としても「民間主導」と「前橋市事業」を明確に位置づけ、その下

に「運営委員会」と「ワーキンググループ（WG）を配置している。 

前橋市 HP[28]では運営委員会及び WG の内訳について公開しているが、「運営委員会」は

「官（県・市）」：3 名、「学」：2 名、「医」：1 名、「産」：3 名、「地域」：4 名、「有

識者」：5 名という構成である。同じく「WG」については、「行政・民間主導」が 4 グルー

プ、「行政主導」が 6 グループ、「民間主導」が 3 グループであり、全体に行政以外からの

参画が多く確保されている。 

そしてここに示される体制は、前橋市の「オペレーション」を担うものではなく、その変

革のための様々な試みを主導するものであり、スーパーシティ実現のための様々なプログラ

ムをマネジメントに大きく関与する。 

 

5.3 前橋市における「スーパーシティ」の準備に至るまでの関連する動き 

5.3.1 前橋市における市民や企業の「まちづくり」への参画経緯 

前橋市の取り組みが高い関心を持たれている理由について、前橋市未来の芽創造課の谷内

田修課長は一般社団法人スマートシティ・インスティテュートが主催したウェビナー2におい

て、個人的見解と断った上で、市長のリーダーシップとともに、前橋市が 2016 年 8 月に発表

 
2 2021 年 2 月 18 日開催。その模様は https://www.youtube.com/watch?v=bjc6HUuOSQo にて閲覧可能。 
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するに至った「めぶく」という市民参加型の市の将来ビジョン形成の重要性を指摘してい

る。 

「めぶく」とは前橋市のまちづくりに関するビジョンであり、その策定は行政主導ではな

く民間からの提案によりなされた。前橋市出身の企業家で「JINS」で知られる眼鏡店チェー

ンを一代で築いた（株）ジンズホールディングス代表取締役社長の田中仁氏は、一般財団法

人田中仁財団を設立し、前橋をはじめとする群馬県の豊かな地域社会構築を目的とした活動

を展開している。その田中仁財団の提案により、民間と行政の共同事業としてこのビジョン

策定はなされた。具体的には 2015 年にドイツの著名ブランドコンサルティング企業「KMS」

に分析、戦略立案、ビジョン案の策定を依頼し、多くのステークホルダーへのインタビュ

ー、3,000 人の市民アンケートなどを実施し、2016 年 8 月のビジョン発表会に 4,000 人超の来

場があった。 

前橋市には、市民が自律的に「街で集まって何かする」ことを立ち上げる「前橋〇〇部」

（2012 年立ち上げ、2015 年グッドデザイン賞受賞）など、以前より様々な活動があったが、

2016 年のビジョン策定を契機に、ビジョンに共鳴した市内に拠点を置く企業家有志により、

毎年純利益の 1%（最低 100 万円）を前橋市のまちづくりに寄付金として拠出する「太陽の

会」（2017 年設立）の設立、「地域人材の育成・定着」を目的とし、前橋商工会議所、市内

6 大学、前橋市による「めぶくプラットフォーム」（2018 年設立）、など様々な動きが盛ん

である。 

特に市内の企業関係者の積極的関与は、前橋市の大きな特徴である。「太陽の会」は毎年

の寄付金拠出などを伴う活動であるが、2020 年 7 月現在で 23 社が加盟し、2019 年にはその

活動が評価され紺綬褒章を受章した。また、田中仁氏は前橋市スーパーシティ準備検討会の

「アーキテクト」としても参画するなど、大きな役割を果たしている。 

 

5.3.2 前橋市における ICTを活用した課題解決の取組み経緯 

前橋市は ICT を活用した活動に熱心に取り組んできた。国土交通省のスマートシティモデ

ル事業[9]においては、ビッグデータを活用して EBPM を推進する「超スマート自治体研究協

議会」（東京大学、（株）帝国データバンク、（株）三菱総合研究所と協働）や、「前橋版

MaaS の実証」（群馬大学、（株）NTT データ、（株）NTT ドコモ、（株）ジョルダンなど

と協働）などが掲載され、前者は「重点モデルプロジェクト」に選定されている。EBPM の

この取り組みは 2020 年総務省 ICT 地域活性化大賞奨励賞も受賞している。また「前橋５Ｇ等

ＩＣＴ利活用検討推進協議会」を立ち上げるなど、保健、医療、交通、防災などにおいて、

地域団体や民間企業などと積極的な協働をおこなっている。 

これらはいずれも山本市長がスーパーシティ構想申請表明の会見[26]で述べた母子保健サー

ビスなど「社会実験」の背景となっており、前橋市はこれらの経験、ノウハウ、そして関連

する企業や大学との関係構築を進めてきたものである。そしてその成果の実装を図ることが

「スーパーシティ申請」の背景であり、目的となっている。 
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5.3.3 前橋市「スーパーシティ」推進体制構築に至るまでの経緯まとめ 

「前橋市スーパーシティ準備検討会」の構成や構造を決定するまでの経緯は、図５－２の

ように示すことができる。ここでは簡略な記載となっているが、実際にはより以前からの長

い経緯がありそれらが「めぶく」ビジョンが具体的な形とする役割を果たすとともに、市の

ICT 活用の問題意識がスーパーシティという取り組みを構想するノウハウと関連企業との関

係性構築に良い影響を与えたと考えられる。 

 

図５－２ 「前橋市スーパーシティ準備検討会」構成決定に至る経緯 

 

前橋市における「ガバナンス」について、行政的には前橋市が、社会経済活動や教育、医

療等はそれぞれ前橋市に加えて企業、大学、医療機関等が、相互に連携しながらおこなって

いる。 

一方で「スーパーシティ」構想実現に必要不可欠な「データ」は、ボランタリー（市民セ

クター）が生み出すものが多く、その位置づけが極めて重要であることには留意が必要であ

る。 

 

5.4 前橋市の「スーパーシティ」申請に関する「民間連携事業者」 

内閣府はスーパーシティ指定に関する公募要領[29]において「主要な事業者候補」の記載

と、その候補の公募を求めている。これを受けてスーパーシティ構想申請を検討する多くの

自治体が「連携事業者」を公募した。公表されている主な自治体の結果は表５－１のとおり

である。このように前橋市は人口や経済規模でははるかに大きい大阪市や、政令指定都市で

ある北九州市などよりも数多くの民間事業者より関心を持たれ、「連携事業者」としてとも

にスーパーシティ」実現に取り組みたい旨の応募を受け（それを承認）ている。前橋市 HP[29]

には連携事業者名が掲載されており、その内容も地元業者のみならず、数多く全国よりそれ

ぞれの分野で有力な事業者からの提案が寄せられている。 
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表５－１ 主なスーパーシティ構想「連携事業者」数（データ出典は各自治体 HP） 

自治体名 連携事業者数（備考） 自治体名 連携事業者数（備考） 
前橋市 159 事業者（提案事業は 111） 大阪市 105 事業者（応募事業者） 

北九州市 27 事業者 高松市 28 事業者（代表事業者） 
浜松市 33 事業者（連携事業者候補） 松本市 22 事業者（代表事業者） 
鎌倉市 61 事業者 つくば市 51 事業者（連携事業者） 

（注）「連携（代表）事業者」の表記等は各自治体 HP に記載の通りで、表記方法の統一はしていない。 

 

連携事業者の数の多寡のみを指標として、「スーパーシティ」構想の進捗の良し悪しを判

断することは適当ではない。一方で、「スーパーシティ」構想に申請している自治体の中で

最も多くの民間事業者が具体的事業提案を持って連携を希望している事実は、前橋市のこれ

までの取り組みが、少なくとも民間事業者との連携推進という観点からは最も成功裏に推移

しているものの一つであることは確かと言える。 

 

5.5 「スーパーシティ」に関連する前橋市住民の認識と意識 

前節までで、前橋市における「スーパーシティ」構想に関する行政、前橋市内外の民間事

業者と言ったステークホルダーの関与、関心についてまとめてきた。 

「スーパーシティ」構想は「Society5.0」の実現に資するものであることから、「データ連

携基盤」に個人が生み出すデータを蓄積し、そのビッグデータを AI が解析し各種サービスを

提供することが基本的なしくみである。すなわち個別の住民からのデータ提供の有無が、死

活的に重要であり、「住民」は、サービス受益者であるのみならず、望ましいサービス提供

実現にあたっての重要なステークホルダーと考える必要がある。この点は前論で検討した

ODA による「産業人材育成」分野の協力のように、裨益者である学生らの状況はサービス提

供者が容易にモニタリング可能であり、必要な対応を指示し実施させることも可能であるが

故に主に提供者の側を検討すれば良かった取り組みと、大きく異なる点である。 

それ故、「行政」や「民間事業者等」の意向やアイデアの把握のみでは不十分であり、

「住民」の認識や意識について把握することが望まれる。本節ではこれに関連して東京都市

大学未来都市研究機構が実施した「都市マネジメント調査（住民対象）」の結果をまとめ

る。そして次節において、その結果を踏まえた前章にて提示した検討枠組みの検証をおこな

う。 

「都市マネジメント調査（住民対象）」は、以下のとおり実施した。 

〇時期・サンプル数：2021 年 2 月～3 月、合計 4,000 サンプル 

〇調査方法：インターネット調査（「楽天インサイト」） 

〇調査対象自治体及びサンプル数内訳： 

群馬県前橋市 700 

福島県会津若松市 300（注：市の人口が少なく回収可能サンプル数が限られた） 

静岡県浜松市、大阪府大阪市、群馬県高崎市、群馬県大田市、佐賀県佐賀市 各 500 

都市指定なし 500    
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〇対象年齢：上記都市に在住の男女 20 才～69 才（男女、10 才の階層ごとに均等割り付け） 

対象地域は、群馬県前橋市の状況の把握のために同市に加えて、（１）「スーパーシテ

ィ」構想への申請を検討している主な自治体（会津若松市、浜松市、大阪市）、（２）群馬

県内の近隣自治体（高崎市、大田市）、（３）類似規模の県庁所在地で「スーパーシティ」

構想に応募意欲を持たない自治体（佐賀市）、（４）都市指定なし（全国よりランダム）、

を選択した。 

 

同調査の、本論に直接関連する部分の結果は次のとおりであった。 

（１）各都市の「ビジョン」の認知度 

 
図５－３ 「都市ビジョン」の認知度調査結果まとめ 

調査において対象者が、住まう都市の「目指すべき将来の姿」（ビジョン）について、ど

の程度認知しているかについて質問した結果は図５－３のとおりである。前橋市は 5.3.3 まで

にまとめたとおり「めぶく」ビジョンの策定やその広報などに注力してきたものの、住民に

おいては「ビジョン」の認知度は 75％以上の人が「ビジョンについて知らない」と回答する

など、他自治体とほぼ同様の結果であり、ビジョンが市民に特に浸透できていないことが明

らかとなった。 

 

（２）「スーパーシティ」構想の認知度 

「スーパーシティ」の認知度についての調査結果は、次のとおりである。 

 
図５－４ 「スーパーシティ」認知度結果のまとめ 
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「スーパーシティ」については、全国的に著名な事例である会津若松市に次ぐ認知度であ

り、5.1 に記載した前橋市による、同構想への申請等についてのタウンミーティング、市広報

媒体などを通じた広報などの成果が見られると言える。詳細に見ると、会津若松市は総体的

には高い認知度となっているが、スーパーシティ構想に申請を予定している前橋市、浜松

市、大阪市、それに申請は予定していない高崎市がほぼ同じ水準にある。そして申請を予定

していない大田市、佐賀市はよりスーパーシティの認知度はより低い。 

しかしながら絶対値で見ると、前橋市は 5.1 に示した努力にかかわらず、「聞いたことが

ない」と「聞いたことがあるはあるが内容は全くわからない」人の合計は約 80％程度と高

く、他自治体と前橋市でほぼ同様の傾向にある。 

 

（３）「データ」提供の意向 

回答者個人の「データ提供」についての意向調査結果は、次のとおりである。 

 
図５－５ 「個人データ提供意向」結果のまとめ 

個人データの提供については、いずれの自治体においても約 1/3 が「受け入れられない」、

約 2/3 弱が「納得できる説明があれば受け入れられる」としており、「受け入れられる」人は

約１割程度と各都市とも概ね似た傾向にあり、前橋市固有の特徴的な傾向は見られない。 

 

5.6 前橋市における「スーパーシティ」事例を通じた検証からのまとめ 

本章では前章にて検討した社会変革のための取り組みの検討枠組みについて、未だ準備段

階であるが前橋市の「スーパーシティ」構想申請及びそれに至る取り組み事例を検討し、第

４章にてまとめた検討枠組みの妥当性を検証した。その結果は次のとおりまとめられる。 

 

（１）「ガバナンス」プロセスの不断の変革：「サービスモデル」として位置づけ 

第３章にまとめたとおり「スーパーシティ」構想においては、「大胆な規制緩和」が重要

な意味を持ち、前橋市を含むすべての申請都市は規制緩和の「特区」としての指定を受ける
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ものである。そして申請都市は「民間連携事業者」からの提案などを含めて、規制緩和の要

望を具体的に提出する。このプロセスは、地域の「ガバナンス」プロセスにおいて、安定し

た「定常業務」とみなすべきではない部分を抽出し、その変革を志向するものであり、前橋

市においてもその検討をおこない「特区」に選定された場合はその実施に移る。そして、現

時点において 159 の「民間連携事業者」から 111 事業の提案を受けており、これは「オープ

ンイノベーション」を「ガバナンス」プロセスの変革に取り込むものと評価できる。また提

案をおこなった民間事業者は、前橋市と「ミッションの共有」をおこなっていると考えられ

る。 

「スーパーシティ」構想はまだ端緒についたばかりであり、実際の変革ステージには入っ

ていないため、その実績を持っての仮説検証は現時点では不可能である。しかしながらこれ

までの検討より「ガバナンス」プロセスの不断の変革のために、「集合的ミッション」の下

で、ガバナンスプロセスを選択的に「オペレーション」ではなく「サービスモデル」として

位置づけ変革を進めるという P2M 理論の役割及びその適用の方向性は、相当程度その妥当性

は検証されたと言える。 

一方で、「ガバナンス」のプロセスは長く続き、デジタルテクノロジーを用いた都市の変

革もまだ緒に就いたばかりで実現はしていない。これらプロセスにおける自治体（行政）の

役割（Independent Backbone Organization など）も、これらプロセスを経ることで検証が可能

となる。このように全体としての妥当性確認には時間を要し、今後に向けた課題である。 

 

（２）抽出課題（スキームモデル）のプログラム実行（システムモデル・サービスモデル） 

当該部分については、実行のステージに至っていないことから、現時点の事例検討による

妥当性検証は困難であり、P2M 理論の役割と方向性の検証として「仮説生成」をした段階に

留まる。しかしながら、「スキームモデル」を起点として、プログラムあるいはプロジェク

トのオーナーおよびマネジャーを定めて、「システムモデル」「サービスモデル」に至り変

革を実行するという内容は、P2M 理論がこれまで蓄積してきた内容であり、この仮説の妥当

性は高い蓋然性を持つと言えよう。 

 

（３）「前提」としての「集合的ミッション形成・共有」のプロセスの必要性とその詳細化 

5.3 に示したとおり、前橋市はこれまで図５－２に集約されるとおり、「めぶく」ビジョン

を中心として、多くのステークホルダーの関心を高め、その内容を共有し、積極的な参画を

得てきた。その成果は例えば「太陽の会」の存在であり、多くのスーパーシティに関わる

「民間連携事業者」の獲得という形で具体化している。かかる観点より、前橋市（自治体）

と、市内外の民間企業セクターの主要プレーヤーとの間で、「集合的ミッション形成・共

有」は行われたと言える。かかる観点からは前章にて提示した仮説の妥当性は検証されたと

評価できよう。 
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一方で 5.4 にまとめた調査結果にあるとおり、ボランタリー（市民セクター）については、

その理解が現時点で得られているとは言い難い状況にあった。5.3 にまとめられた民間事業者

と言った「法人」と、5.4 にて示されたボランタリー（市民セクター）、すなわち個人とで

は、「集合的ミッション形成・共有」の進捗度に違いがある、ということが明らかとなっ

た。 

「Society5.0」を実現するための「スーパーシティ」構想において、市民セクターより生成

されるビッグデータは本質的に重要な位置づけにあり、これがなくては構想そのものが成立

しない。デジタルテクノロジーの特性はマスを対象とするのではなく、個人の特性に応じた

個別対応が可能なことであり、「スーパーシティ」構想の目指すところも、このようなデジ

タルテクノロジーの特性を生かしたものとなる。かかる特性を活かすためには、従来からの

「消費者」「市民」というマスとしての捉え方ではなく、「多数で多様な個人」の層の参画

を得ることが重要となる。「政府（自治体）」と「企業」は「法人」であり、「個人」に比

して数量的には少数であり、その意思決定や行動も組織としての統制がある。一方で、「市

民セクター＝多数で多様な個人の集まり」は数量的には圧倒的に多数であり、その属性や考

え方の多様性が極めて大きい。これら「個人」へのアプローチをどのように進めるかが、

「集合的ミッション形成・共有」をおこなうにあたり極めて重要なポイントであるととも

に、「法人」に対するアプローチと「個人」に対するアプローチでは、その内容が異なる面

がある。 

 

このような特性を考えると図４－２に示した「公共ガバナンスプロセス」は、図５－６の

ように修正して表現できる。 

 

図５－６ 「主体」の特徴を反映した地域の「公共ガバナンス」モデル 

 

住民である「個人」の幸福、福祉の向上のためには、小原[3]の指摘する「公益と私益の全体

調和」、「プログラムマネジメントによる価値創造」、「市民目線のステークホルダーの社

会参加と協働に着目した適用領域の拡充」が重要であるが、前橋市の事例においては未だそ
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の段階に至っていない（前橋市のみならず、この文脈ではわが国にはまだ存しないと考えら

れる）。すなわち「仮説」として提示した「集合的ミッション形成・共有」については、こ

のような性質・特徴を踏まえ、市民セクターのボランタリーな意思を含める形でなされる必

要があることが明らかになった。 

この実現のためには、具体プログラムあるいはプロジェクトとして市民にアウトリーチす

る活動を組み込み、ガバナンスのプロセスに市民も参画するように促すことが重要である。

そのためには「めぶく」あるいは「スローシティ」のような概念的ビジョンに加えて、「公

益と私益の全体調和」が具体的にイメージ可能な、「市民目線」による、個人の行動を変え

るための具体的な活動とそれにより産み出される便益のあり方や関係をわかりやすい提示す

るなどして、市民の参加（データ提供含む）を促す活動が必要であり、それも重要な個別プ

ログラムと位置付けて検討し、実施されることが求められよう。その適切な実施のためには

「データ」に関する一般的な規制、通念なども考慮したアプローチも必要である。これらの

点は世界においても様々な議論がなされており、さまざまな制度や事例なども含めた検討が

必要な大きな論点である。本論では検討できていないがこの論点はこれからの社会のあり方

に大きく影響するものであり、かかる観点からも課題として注視していくことが必要であ

る。 

 

（４）本節のまとめ 

本節における検討をまとめる。（１）においては「ガバナンス」プロセスの不断の変革の

ためにオペレーションを選択的に「サービスモデル」として位置づけ、その不断の見直しを

おこなう必要性と、そこにおける多くのステークホルダーが参画したオープンイノベーショ

ンの必要性を述べた。（２）においては抽出課題（スキームモデル）のプログラム実行（シ

ステムモデル・サービスモデル）をまとめた。そして（３）としてそれらに先立っておこな

われるべき「集合的ミッション形成・共有」の内容、目的が、ガバナンスの構成要素主体で

ある「法人」（政府・自治体、企業）と「個人」（ボランタリー・市民セクター）とでアプ

ローチが異なることを述べた。そして、重要なポイントはこれら（１）から（３）にまとめ

た内容を、全体としてマネジメントする視点、主体を持つことが重要である。 

これらの結果は図４－３への加筆と図５－６を統合し、図５－７のとおり示すことができ

る。 
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図５－７ 地域社会変革のためのガバナンスと P2Mの関係性の全体枠組み 

 

6．本論のまとめと今後の課題 

本論は現在の日本に求められているデジタルテクノロジーを活用した「アーバンデジタル

トランスフォーメーション」（UDX）を社会構造変革の取り組みとして捉え、先行研究を下

敷きに、それらの試みをいかなる枠組みで捉えるか、P2M 理論が果たすべき役割と適用の枠

組み、今後の検討課題を明らかとすることを目的とした。文献レビュー等の検討に加えて、

群馬県前橋市の「スーパーシティ」構想申請に至る取り組みと、同市の住民意識の現状を基

に検討した。 

都市あるいは地域を対象とした社会変革と言える試みは、総体として見れば地域が存する

限り終わりのないプロセスであり、そのあり方について「ガバナンス」の考え方を適用して

枠組みとして提示した。そしてそのプロセスにおける不断の改善のために、「集合的ミッシ

ョン形成・共有」の下で、スキームモデルによる課題（取り組み）の明確化、そしてその実

施というプログラムあるいはプロジェクトのマネジメントが必要であること、その過程は

「オープンイノベーション」として様々な主体による提案や取り組みを取り込む必要がある

ことを示した。 

合わせて、UDX に特徴的なステークホルダーの役割、具体的には「ボランタリー（市民）

セクター」の位置づけと特徴を明らかとした。すなわち供給者からマスとしてサービスを受

ける存在に留まらず、「データ」の提供などにより多数の多様な「個人」の集まりとして

「市民セクター」は理解されるべきであり、そこへの「集合的ミッション形成・共有」のあ

り方が今後の重要な課題であることを示した。そして、ここに述べたスキームモデルによる

課題の明確化、その実施のためのプログラム・プロジェクト、及び「集合的ミッション形

成・共有」（法人、個人対象）を、全体としてマネジメントする必要性が明らかとなった。 
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本論で取り扱った領域は、成果の発現に時間を要し、具体事例による結果検証には今後の

継続的な検討が不可欠である。また、多数の「個人」のステークホルダーへのアプローチや

そこでの「データ」の取り扱いのためのしくみあり方検討も、重要な今後の課題である。 
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