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政府におけるＩＴの位置づけ

行政は、ＩＴの活用を通じて何を実現する？

【ＩＴ基本法と行政改革推進法での位置付け】

 行政改革の視点

 行政運営の簡素化・効率化
業務やシステムを見直して、無駄な業務とコストをなくす

 行政運営の透明性向上
事務・事業の内容を開示し、行政の施策を理解してもらう

 行政サービス向上の視点

 国民の利便性向上
国民にとって真に役に立つサービスを提供し、あるいは行
政サービスを受ける際の負担を軽減して、国民生活の質を
向上させる
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電子行政に関するIT戦略の動き
i -Japan戦略2015

（平成21年7月6日 IT戦略本部）
新たな情報通信技術戦略

（平成22年5月11日 IT戦略本部）

■行政窓口改革
・テレビや携帯電話でも電子行政にアクセス
・自宅やコンビニで証明書等を入手
・高齢者等にもワンストップ行政サービス
・金融、医療等民間と行政サービスが連携

■行政オフィス改革
・行政機関間データ連携で行政手続や添付書類廃止
・国民・企業目線のBPRで行政サービス等を見直し

■行政見える化改革
・行政手続の処理状況を国民等が追跡可能

目標

■国民電子私書箱の整備
・国民電子私書箱の基本構想策定
・社会保障番号・カード構想の検討と実証実験
・行政機関間で連携すべきデータの明確化
・個人情報保護の在り方に関する検討

■業務・システム改革
・利用者満足度等の評価基準を設定したPDCAの制

度化と重点手続（71手続）の業務改革実施
・業務改革のための関連法令の見直し
・行政情報システムの共同利用、統合・集約化
・国と地方の連携のための基盤システムの整備

■体制強化
・電子政府と行政改革を担う政府CIOの設置

施策

■国民本位の行政サービスの向上
・国民生活に密接な行政サービスを、週7日24時間

ワンストップで享受
■行政の見える化と行政刷新

・国民が行政を監視出来、自己の情報をコントロー
ルできる公平で利便性の高い電子行政を実現

■オープンガバメントの推進
・行政が保有する情報をインターネットを通じて容

易に入手出来、オープンガバメントを実感

目標

■国民本位の行政サービスの向上
・費用対効果を踏まえたオンライン利用計画見直し
・e-Govや公的個人認証サービスの利便性向上
・バックオフィス連携や業務プロセス改革等による

利用者の負担軽減
■行政の見える化と行政刷新

・国民ID制度の導入と、自己に関する情報の内容を
国民本人が確認できる仕組みの整備

・政府の業務の見直し（行政刷新）と政府CIO等推
進体制の整備

■オープンガバメントの推進
・行政が保有する国民ニーズの高い情報や統計・調

査等の情報をインターネットで公開
・情報公開の積極的推進による民間新事業の創出

施策国
民
本
位
の
視
点
で
業
務
改
革
を
！

（注）各戦略から主な施策のみ記載

刷
新
な
く
し
て
投
資
な
し
！
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これまでの電子政府推進事項3本柱

 レガシーシステムの改革

→ 特定ベンダーへの依存体質からの脱却
→ 特定ベンダーにより長年運用されてきた旧式システムを刷新し、適正

なコストでシステムを運用

 業務・システムの最適化

→ 業務改革に基づいてシステムを見直し、コストと業務処理時間を縮減
→ 将来のあるべき姿を描いた最適化計画を策定して最適化を実施

 申請・届出等手続のオンライン利用促進

→ オンライン利用を強力に促進し、国民等の利便性を飛躍的に向上
→ オンライン利用拡大行動計画に基づき具体的施策を展開
→ 手続ごとにオンライン利用率の目標値を設定
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各府省ＰＭＯ
（Program Management Office）

各府省ＰＭＯ
（Program Management Office）

各府省情報化統括責任者（CIO）補佐官等連絡会議
主査： CIO連絡会議に参加する有識者

構成員：各府省のCIO補佐官、CIO連絡会議に参加する有識者

高度情報通信ネットワーク社会推進戦略本部
（ＩＴ戦略本部） 本部長：内閣総理大臣

本部員：全閣僚及び民間有識者

電子行政の推進体制

各府省情報化統括責任者（CIO）連絡会議

議 長：内閣官房副長官補
副議長：総務省行政管理局長
構成員：各府省ＣＩＯ（官房長、局長等）

内閣官房電子政府推進管理室
（GPMO：Government Program Management Office）

構成員：内閣官房副長官補、電子政
府推進管理補佐官等

各府省ＰＭＯ
（Program Management Office）

構成員：CIO、CIO補
佐官、政策担当課長等

各府省ＰＭＯ
（Program Management Office）

各府省ＰＭＯ
（Program Management Office）

ＰＪＭＯ
（Project Management Office）

構成員：情報システ
ム部門担当者

企画委員会
座長：内閣府特命担当大臣（科学技術政策）

政府CIO

各府省CIO

各府省CIO補佐官



“動かない電子政府”？

 電子政府とは？（注）

 事務・事業及び組織改革を推進

 紙から電子による情報の管理に移行

 当初の施策である、パソコンやネットワークなどの基盤
整備は順調に進んでいた

 ＣＩＯやＣＩＯ補佐官などの体制作りもした

 Enterprise Architectureの概念を採り入れた

最適化も実施してきたのだが･･･

5
（注）「行政情報化推進基本計画」（1994（平6）.12.25閣議決定、1997（平9）.12.20改定）における定義。

政策・業務体系
（BA）

データ体系
（DA）

適用処理体系
（AA）

技術体系
（TA）



電子政府の“動かないコンピュータ”(1)

掲載号 システム 事象概要 主な要因

2008.
11.15

防衛省
陸上自衛隊会計業務
システム

全国35駐屯地を対象に整備した
会計業務システムを実際に使っ
ていたのは１駐屯地のみだった

導入当初にトップダウンで利用の徹底を
しなかったことに加え、 現場に対する
具体的なガイダンスも行わなかった

2009.
3.4

各府省
電子申請システム

文部科学省及び防衛省の電子シ
ステムの費用対効果が著しく低
いため、両システムを停止する
ことになった

・利用見込みの事前検証が丌十分で、申
請件数が元々少ないものも電子化した
・利用者目線での使いやすくする工夫が
丌十分だった

2009.
4.1

国土交通省・警察庁・
総務省・国税庁
自動車保有関係手続
ワンストップサービス

東京・神奈川・愛知・大阪で本
格運用を開始したが利用率が低
迷した

・自動車ディーラーにおいての事前準備
（データ入力等）に手間がかかり過ぎる
・都道県税事務所との接続コストが自治
体にとって大きな負担であった
・自動車保管場所の地図等添付書類の電
子化が必要であったり、ナンバープレー
トの受取りに運輸支局に結局出向くこと
となり、オンラインで完結しない

2009.
5.27

国土交通省
航空路レーダー情報
処理システム

通信制御装置のIC基盤に物理障
害が発生しシステムが2時間停
止したため、38便が遅延した

基本ソフトのバグにより、予備のIC基盤
への切替えが正常に処理できなかった

2009.
8.19

特許庁
事務処理システム

基本設計が大幅に遅延し、稼働
予定時期を延期した

・安値で受注した業者に業務知識が無
かったうえ、特許庁による業務伝承丌足
や分離調達スキル丌足等により、プロ
ジェクト管理が丌十分だった
・CIO補佐官が何度も入れ替わった

6
（注）日経BP社:「日経コンピュータ」 （2008.11.15 ～ 2009.8.19）“動かないコンピュータ” より作成。



電子政府の“動かないコンピュータ”(2)

掲載号 システム 事象概要 主な要因

2010.
2.3

国土交通省
ターミナルレーダー情
報処理システム

システムがダウンしたため、24
便が欠航、177便が遅延した

運行データに気象データを新たに重ね合
わせて画面表示する機能を追加したが、
気象データを取り込むメモリー領域が容
量オーバーとなったものであり、テスト
段階において、取り込む気象データ量を
過少に見積もっていた

2010.
4.14

総務省消防庁
全国瞬時警報システム
（J-ALERT）

気象庁による津波注意報が解除
された後、防災行政無線から同
注意報が流れた

システムのデータ分析ソフトに丌具合が
あり、注意報の一部地域解除という特定
の処理がプログラムに実装されていな
かった

2010.
6.9

経済産業省
旅費等内部管理業務共
通システム（うち旅費
及び謝金・諸手当シス
テム）

設計・開発等業務の入札手続が
中止され、設計・開発等作業を
進めることが出来なくなった

行政の業務をゼロベースで見直すという
業務改革重視の政府方針により、さらな
る業務見直しを検討することとなった

2010.
11.10

日本年金機構（旧社会
保険庁）
年金給付システム

システムの誤った処理により、
約4,000万円の年金の過払いが
発生した

特例法の施行に伴うシステム改修の際、
法律の内容が要件定義に適切に反映出来
ておらず、また、改修期間が短かったた
め、要件定義のレビューも十分に出来な
かった

7

今後も？…

（注）日経BP社:「日経コンピュータ」 （2010.2.3  ～ 2010.11.10）“動かないコンピュータ” より作成。
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行政刷新会議による事業仕分け
－ＷＧ評価者の主なコメント－

 IT化の施策は、組織全体としての施策と整合性のあるものとすべき

 組織の施策における重要度に応じ、IT化施策の優先順位付けをすべき

 IT化の施策を進める際は、事前に費用対効果を十分に検討すべき

 IT化による効果は、国民等に対する施策のアウトカム指標で測るべき

 運用経費のコスト削減をもっと図るべき

 コンサル等業者からの積算見積もりをきちんと精査すべき

 高額なSE単価を適切なものとするなど、積算の改善を図るべき

 一社応札とならないよう入札のやり方を改善すべき

組織戦略との
つながり

費用対効果
の検証

コスト削減
の追求

調達手続の
工夫

（注）平成21年11月の事業仕分け（第１弾）より、ワーキンググループ評価者が発言した主なコメントを筆者が取りまとめたもの。



×

“動かない”では済まされない･･･

緊急時迅速放射能影響予測ネットワークシステム（SPEEDI）

原子炉施設から大量の放射性物質が放出された場合またはそのおそれがある緊急時に、

大気中の放射性物質の濃度や線量率の分布を予測して、

周辺住民等の避難対策などに役立てることを目的としていたのだが・・・

9

放出源情報 ※

気象データ

地形データ等

※放出源情報：原子炉施設等から大気中に放出される放射性物質（ヨウ素など）ごとの放出量の時間的変化。



電子行政IT投資と効果に関する主な課題

10

効 果

IT投資

実現したいことが達成出来ているのか

実現したい時期に達成出来ているのか

効果が見込まれるものに投資しているのか

見込まれる効果に対して適切な規模なのか
利用見込みのない
システムを構築

レガシーシステム
の運用コストが大

最適化プロジェクト
が大幅に遅延

全体最適と業務改革
が丌徹底

国民が利用する
システムが使いにくい

外注経費見積りの
規模が丌透明

投資のやり方が効果的かつ効率的なのか

組織縦割りで
システムを構築

事業戦略目標との
関係性が見えにくい



“原点回帰”－ものづくりのプロセス－

『生産とは工程から製品へ設計情報を転写するプロセスである』※

※藤本隆宏，東京大学21世紀COEものづくり経営研究センター： ”ものづくり経営学” ，p.152 ，光文社，2007」から引用。

乗り心地は
硬めでしなやかに
etc・・・

例えば、車を生産するときは

ものづくりのプロセスとはどういうものか・・・

設計情報 製 品

転写

11



ものづくりのプロセスとシステム構築

情報システム情報システムに
求められる要件

ＳＷ／ＨＷ

機能・性能

ＳＷ／ＨＷ

システム構築においても、

設計情報の「転写」

が行われる

設計情報 製 品

転写

12

こんな機能がほしい
あんな機能も必要だ 品質は？



“品質”の定義

広辞苑（第六版）では

「品物の性質」「しながら（品物の性質の良し悪し）」

JIS Q 9000※では

「要求事項を満たす程度」

JIS Q 9001※で求められている「要求事項」とは

◆顧客から求められる要求事項
◆組織から求められる要求事項
◆法令・規制から求められる要求事項

13
※JIS Q 9000 品質マネジメントシステム － 基本及び用語（品質マネジメントシステムの基本を説明し、関連する用語を定義したもの。）
※JIS Q 9001 品質マネジメントシステム － 要求事項（品質マネジメントシステムに関する要求事項について規定したもの。）

顧客などの要求をどの程度満たすのかということで決まる

品質の良し悪し



顧客価値とITの関係

14

そのような仕事の仕組みを実現するため
には、どのようにITを活用するか

その顧客価値を実現するには、ヒト、モ
ノ、カネ、ノウハウ、情報といった経営
資源をどのように活用し、それをどのよ
うな仕事のやり方で実現するか

どのような顧客に、どのようなサービス
をどのような品質で提供すれば、喜んで
もらえるか、使ってもらえるか

顧客は、
国民・企業、
業務の現場･･･

仕事の仕組み

顧客価値

情報技術



プロジェクトの成功とは？

 システムの“品質”を期待どおりに確保するためには・・・

 システム構築も一つの“ものづくり”

 “ものづくり”を行うプロジェクトには、必ず達成目標がある

プロジェクトの成功とは、

・品質 （Quality）
・コスト （Cost）
・納期 （Delivery）

すべてが目論見どおりに
達成できること

コスト
Cost

納期
Delivery

品質
Quality

[３つの達成目標]

15



ＪＵＡＳの「ソフトウェアメトリックス調査2010」
 調査実施者

社団法人日本情報システム・ユーザー協会（JUAS）
 調査実施方法

アンケート調査
 調査期間

2009年11～12月
 調査対象企業

ユーザー企業142社、540プロジェクト（開発調査）
 調査対象プロジェクト

開発コストが500万円以上で過去2年以内に完了した新規又は改修プロジェクト
 調査結果ドキュメント

「ユーザー企業 ソフトウェアメトリックス調査 調査報告書2010年版」
（2010年10月 社団法人 日本情報システム・ユーザー協会）

ＩＴプロジェクトが成功しない理由

◆工期遅延の理由
◆総費用増大の理由（＋開発規模増大の理由）

16



17
出典：「ユーザー企業 ソフトウェアメトリックス調査 調査報告書2010年版」（2010年10月 JUAS）p53 図表6-37より。

工期遅延の理由
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4

0 20 40 60 80 100 120

その他

プロジェクトマネージャーの管理丌足

総合テストの丌足

受入検査丌十分

テスト計画丌十分

構築チーム能力丌足

発注会社選択ミス

自社内メンバーの選択丌適当

開発規模の増大

要件分析作業丌十分

要件仕様の決定遅れ

RFP内容丌適当

システム化目的丌適当

（回答数：計529件（複数回答）、単位：件）
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出典：「ユーザー企業 ソフトウェアメトリックス調査 調査報告書2010年版」（2010年10月 JUAS）p109 図表6-177より。

総費用増大の理由

16.67 

5.24 

11.43 

19.52 

13.81 

7.14 

5.71 

50.00 

44.29 

37.62 

9.05 

0.00 

0 20 40 60 80 100 

その他

移行準備丌十分

プロジェクトマネージャーの管理丌足

品質丌良によるテスト工数の増大

構築チーム能力丌足

発注会社選択ミス

自社内メンバーの選択丌適当

開発規模の増大

要件分析作業丌十分

要件仕様の決定遅れ

RFP内容丌適当

システム化目的丌適当

（回答数：計463件（複数回答）（単位：%）

（回答数）
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出典：「ユーザー企業 ソフトウェアメトリックス調査 調査報告書2010年版」（2010年10月 JUAS）p110 図表6-179より。

開発規模増大の理由

7.42

5.49

5.49

35.44

25.27

20.88

0 10 20 30 40 50

その他

見積基準の差

発注時と運用開始時期の環境の変化による増加

検討時の仕様増加

発注時の仕様詳細検討丌足

見積要求仕様書の丌十分さに基づく仕様

（回答数：計364件（複数回答）、単位：%）

（回答数）



ITプロジェクト民事訴訟事例の分析

争点は何だったのか･･･

 開発の遅滞と未完成
→ 発注者からの機能追加要求などによる納期遅延に伴う争い

→ 開発すべきソフトの範囲や機能の範囲についての争い

 開発の瑕疵
→ 開発されたソフトの機能丌具合についての争い

 契約の成否
→ 契約書取り交わし前に開発作業が開始された場合に、作業が

中止となってしまったときの事後対応についての争い

 知的財産権の帰属と侵害
→ 開発されたソフトの著作権の帰属や侵害についての争い

20
（注）「ソフトウェア開発に関する法的紛争処理について」（2007年11月27日 日本弁護士連合会）に掲載されている昭和63年～

平成18年までの計35判例を参考として作成。

プロジェクト
マネジメント

の問題
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訴訟に至った要因

「開発の遅滞と未完成」及び「開発の瑕疵」
の事例における紛争の要因は何だったのか？

発注者が提示
すべき要件の
範囲や内容が
丌明確または
丌正確だった

発注者・受注
者が担うべき
役割が適時適
切に果たされ
ていなかった



必要な情報の提供を適切な
タイミングで行うこと

22

民事訴訟事例から得られた教訓

要件が明確でない場合には、発注者に対して提案や
指摘を行うこと

必要な打合せや意思決定を適切な
タイミングで行うこと

受
注
者

発
注
者

システム化する範囲や受注者の作業内容などを、仕様書に記
載する要件により具体的かつ漏れなく明確に提示すること

システムの導入目的を踏まえた開発を行うために、発注者へ
のヒアリングなどにより業務内容等を的確に確認すること

上流工程の大切さ･･･

役割分担・責任の
大切さ･･･

コミュニケーション
の大切さ･･･

業務の内容等について正確な情報を提示すること



上流工程の重要性

 企画段階で実現したいことや解決したい課題を正しく認識していな
いとプロジェクト自体が誤った方向へ

 要件定義は、その実現したいことや解決したい課題をシステムでど
のように達成・解決するのかを定義するもの

 企画と要件定義の上流工程がシステム構築におけるＱＣＤを大きく
左右

企 画 要件定義 設計・開発 移 行 運用・保守

一般的なシステム構築プロセス（ウォーターフォールモデル）

上 流 下 流
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企画と要件定義において、具体的に何をするのかを明確にしておくことが非常に重要！



 特許庁事務システム（昭和39年運用開始）は、特許出願の受付
や審査、登録、公報発行等に係る業務を一環して処理するもの

 メインフレームからサーバシステムに移行するため、最適化計
画を平成16年10月に策定（17年8月、20年10月、21年10
月に順次改定）

 同計画に基づき、現在、新システムの設計・開発を行っている
ところなのだが・・・

24

電子政府ITプロジェクト実事例からの教訓
－特許庁事務システムの最適化－

構築スケジュールが
大幅に遅延！ アプリケーション

開発の調達手続も
ストップ！



最適化のスケジュール

平成18年度
（2006年度）

平成20年度
（2008年度）

平成19年度
（2007年度）

平成21年度
（2009年度）

平成23年度
（2011年度）

平成22年度
（2010年度）

開発等 運用設計

50ヶ月

平成18年度
（2006年度）

平成20年度
（2008年度）

平成19年度
（2007年度）

平成21年度
（2009年度）

平成23年度
（2011年度）

平成22年度
（2010年度）

設計

85ヶ月

平成24年度
（2012年度）

平成26年度
（2014年度）

平成25年度
（2013年度）

開発等 運用

2014.1新システム稼働

【平成17年8月最適化計画】

【平成21年10月最適化計画】

設計工程が遅延
したため、新シ
ステムの運用開
始が3年遅れに！

2011.1新システム稼働

当初

現在

調達

調達

25



ＩＴプロジェクトハザードマップ

26

PO 
（Plan  and Organize）

計画と組織

PO1 IT戦略計画の策定

PO2 情報アーキテクチャの
定義

PO3 技術指針の決定

PO4 ITプロセスと組織及び
そのかかわりの定義

PO5 IT投資の管理

PO6 マネジメントの意図と
指針の周知

PO7 IT人材の管理

PO8 品質管理

PO9 ITリスクの評価と管理

PO10 プロジェクト管理

AI
（Acquire and Implement）

調達と導入

AI1 コンピュータ化対応策の
明確化

AI2 アプリケーションソフト
ウェアの調達と保守

AI3 技術インフラストラク
チャの調達と保守

AI4 運用と利用の促進

AI5 IT資源の調達

AI6 変更管理

AI7 ソリューションおよびそ
の変更の導入と認定

DS
（Deliver and Support）

サービス提供とサポート

DS1 サービスレベルの定義と
管理

DS2 サードパーティのサービ
スの管理

DS3 性能とキャパシティの管
理

DS4 継続的なサービスの保証

DS5 システムセキュリティの
保証

DS6 コストの捕捉と配賦

DS7 利用者の教育と研修

DS8 サービスデスクとインシ
デントの管理

DS9 構成管理

DS10 問題管理

DS11 データ管理

DS12 物理的環境の管理

DS13 オペレーション管理

ME
（Monitor and  Evaluate）

モニタリングと評価

ME1 IT成果のモニタリング
と評価

ME2 内部統制のモニタリン
グと評価

ME3 外部要件に対するコン
プライアンスの保証

ME4 ITガバナンスの提供

ソフトウェア開発に係る民事
訴訟の事例において、取組み
が丌十分と見られるプロセス

特許庁情報システムの事例に
おいて、取組みが丌十分と見
られるプロセス

・IT部門とビジネス部門
の役割と責任の明確化

・関係部門やベンダー等
のリレーションシップ

・利害関係者の関不（プ
ロジェクト憲章作成）

・業務要件の定義

（注）「COBIT（Control Objectives for Information and related Technology）4.1」のドメインレベルの項目に基づき作成。
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最適化プロジェクトへのCIO補佐官の助言

【N=273】 （事項）

（注）各府省情報化統括責任者（ＣＩＯ）補佐官等連絡会議第1回会合（平成16年2月13日）～第57回会合（平成22年3月17日）における助言
内容を整理（計196助言（273事項））して作成。

88

19

8

16

13

17

28

23

39

4

2

7

8

1

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

最適化のスコープ

最適化効果の明確化

最適化効果指標の設定

最適化効果指標達成のための方策

最適化内容の具体化

費用対効果の向上

ステークホルダとの連携

業務改革の実施

システムの要件

最適化実施内容の情報共有

調達の在り方

プロジェクトの実施体制

プロジェクトの適切な工程管理

情報リテラシーの向上
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CIO補佐官から指摘されていること

■「最適化のスコープ」に関する助言が最も多い

■「ステークホルダと連携」、「業務改革」、「システムの要件」に関する
助言も多い

■業務改革の範囲を定めてプロジェクトスコープを明確にせよ！

■ステークホルダを巻き込め！

■費用対効果の高いシステムとせよ！

言うは易く
行うは難し･･･
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行政におけるスコープ設定の難しさ

－ 行政における業務とＩＴの関係 －

■ “ＩＴの前に業務、業務の前に法令”
■ 法整備や法改正を伴うものはハードルが高い
■ 他組織・他部門もからむ業務改革となればさらにハードル高し

！法令は国会で決まる（施策内容やスケジュールは政治情勢に左右）
！関係組織・部門や国民・企業の複雑な権利・利害関係の調整
！組織と権限の壁（組織の権限は法令で決まっている）
！行政の無謬主義
！組織横断的で機動的な体制作りの弱さ･･････

・これらを乗り越えれば、あるべき業務とそれを支えるＩＴの本来の形が見え

てくるのだが･･･業務を強力に変えていく仕掛けがない！

ＷＨＹ？

ＥＡによる
業務・システム最適化
に立ちはだかる壁！



現在の最適化の取組と顧客価値指向の関係
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最適化計画 最適化計画 最適化計画

顧客価値とのギャップ

システム視点の個別最適

仕事の仕組み

顧客価値
無駄な仕事を減らすことも大切
だが、
何をやるべきかから仕事をどの
ように変えていくかをまず考え
るようにすべし！

そこからＩＴの活用を考える！

情報技術
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これからのソリューションアプローチ

一．相手を知れ！

【ITプロジェクトの特性を知る】

二．己を知れ！

【組織の特性と壁を知る】

三．道具を知れ！

【道具が使えるかを知る】

こういうことをやってないと失
敗につながるんだな･･･

ＩＴの前提となる業務改革をや
ろうとしたら、この組織では工

夫が必要だな･･･

フレームワーク・方法論の本来
の目的を忘れないように回さな
いと形式的な手間だけかかって
ダメだな･･･

業務改革をドライブできる仕掛
けが組織に無かったらこれは使
えないな･･･
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ご清聴ありがとうございました


