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SNS 等民間情報の自治体での活用における課題の検討(自発研究) 

① 「高度情報通信ネットワーク社会推進戦略本部令」に基づく作業の概要 

 

検討作業名 

SNS 等民間情報の活用に関する検討「国及び自治体における SNS 等の民間

情報の活用に共通する ICT 戦略」 

 

 

制度上の根拠 

「新戦略推進専門調査会分科会について」（平成 25 年 10 月 3 日新戦略推進

専門調査会決定）第 5 項に基づく、防災・減災分科会における「防災・減災

における SNS 等の民間情報の活用等に関する検討会」に関連する作業 

 

 

検討のカテゴリー 

防災・減災における SNS 等の民間情報の活用の課題検討に際し、災害時

の意思決定組織を前提に、活用の仕方を整理する(検討 1)。災害の幾つかの典

型的な事象を対象に、その救援、救助、復旧の方法・タイミングの見極めに

役立つ災害のシナリオベースの分析を準備し、共通の SNS 活用のパターン

の抽出を行う（検討２）。人口の増加・濃淡に応じて物理的インフラを増やす

従来の手法から離れ、物理的なモノのつながりよりも、モノをデータ化した

つながりを重視し、組織横断的なソリューションを提供するミッションコマ

ンドによるシステム構築法を検討し、SNS 等の民間情報を防災、減災に活用

する IoT・CPS 型社会のディジタル戦略の導出に資する。(検討３)。 

 

 

検討の目的 

国内の災害に対し、国、自治体、私的セクター､NGO の円滑な協働が可能

なよう、全国共通の SNS 等民間情報の活用のパターンを検討し、大規模な

災害を考慮に入れ、災害の原因、規模、複雑性を勘案し、災害に対する事前

準備、未然防止、即応対処、復旧に役立つ自治体で応用可能な新世代クラウ

ドの導入を展望し、国の総力を挙げた災害救援を実現することを目的とする。

本検討における災害は、大震災から感染症、テロリズムを含み､広域の山火事

及び都市火災、危険物質の流出、原子力災害、航空･陸海輸送の事故、異常気

象による大雨、大雪、洪水、津波、竜巻、台風、さらに紛争から事変などの

国民保護法適用の事態に至る、広義の自然及び人為災害を対象とする。 

 

 

 

検討の意義 

 

 

 

 

 今日、広く世界に適用できると考えられる公正なアレンジメントとパワー

分配の本質について、地球上の各地域や文明が持つ概念である世界秩序を維

持していく上で、国家主権と内政不干渉からなる正統性の概念は、依然とし

て国際社会の平和と安定にとって最も重要な概念と見なされている(1)。しか

しグローバル経済、環境問題、技術的変化等の秩序を正統性の概念が支える

一方で、グローバルリスクネットワークの拡大は混乱を生み、国際社会に複

雑な相互依存関係が存在する。実際、自由貿易体制の拡大は世界の多くの人々

を貧困から救うことに成功したが、一方では経済的な格差が議論されている。



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

検討の意義 

また経済の相互依存は安定化だけでなく不安定化も促し、成長だけでなく経

済ショックが及ぶ範囲と規模は格段に増大した。大規模災害の起因とされる

地球温暖化による気候変動問題は、主に経済活動が作り出した課題でありな

がら、最早、厳格に管理し人々への影響を阻止できる段階にはないことが指

摘されている。気候変動による危機は世界経済の損失と既存の緊張をさらに

高め、グローバルな統治の安定性と途上国が自らの国内を責任ある形で統治

してゆく意図や能力を損なうことが危惧されている。インターネットが今日

の大きな技術的進化の背景を提供したことは広く認められているが、サイバ

ー空間は既に戦場と化し、トランスナショナルなアイデンティティとディジ

タル空間のつながりは、大量破壊兵器の拡散やグローバル・テロネットワー

クの脅威増大と相俟って、各国に深刻な事態を引き起こし「人類社会は、政

治と国家間の競争関係が引き起こす抗争の時代を克服した」とする世界の複

雑さに関する短絡的で本質に欠ける見方を強く戒め、これまでの抑止や防衛

のあり方について再定義の契機を作り出している。 

本検討は、我が国を取り巻く国際政治環境における正統性とパワーの均衡

というウェストファリア以来の原則は、依然として世界秩序を支える一般に

広く受け入れられた国際関係の基盤であるとの前提にたち、新世代のサイバ

ースペースが大規模自然災害、紛争等の人為災害などの世界の切実な問題を

根本的に変化させ、平和的な解決を目指すことの出来る強力なテクノロジー

であることを確認し、サイロ化しやすい個別のシステムを統合し、組織横断

的なソリューションを提供できるミッションコマンド（アウフトラグスタク

ティク）によるシステムの構築法を検討する。SNS、ビッグデータ等の民間

情報を防災、減災に活用する、IoT・CPS 型社会における普遍的なディジタ

ル戦略策定の基盤を明らかにすることを目的とする。 

 

グローバルリスク 2013 より作成 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

現状等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今日、世界人口の半数以上が、主要な都市センター及びその周辺で生活し、

先進国では少子高齢化が進み、人口が密集する地域と希薄化する地域との濃

淡の差が著しい。最早、人口の集中に応じて物理的なインフラを増やし続け

る従来型手法の踏襲には無理があることが指摘されている。このような中で、

人、プロセス、サービス、データ、あらゆるものがインターネットに接続さ

れ、行政サービスの質と効率の劇的な改善が期待出来る「あらゆるモノのイ

ンターネット（IoT）」と呼ばれる技術的な変革による、国際社会の新たな競

争の局面の到来が予測されている。 

 IoT 型社会では、コンピュータ及びタブレットのみでなく、道路、駐車場、

鉄道路線、街灯、廃棄物、から機器の部品に至るまでネットワークに接続し、

都市及び国家そのものをディジタル化することにより、膨大なデータ分析か

ら社会システムの制御に必要な情報、知見、英知を即座に取り出すことが可

能になる。その結果、複雑な国際社会の問題でも、これまで以上に的確で優

れた判断を素早く下し、無駄を省き生産的となり、実証的な経験と有効な仮

説からさらに多くを学ぶことが可能になる。このことは高齢化社会、社会保

障給付費の増大、過度の都市化、労働人口と資源の不足、大規模災害、国際

テロ、感染症、新興国と先進国の経済成長の不均衡など、21 世紀の国際社会

が直面する深刻な共通課題に対処する上で、大きな貢献が期待出来ることを

意味する。例えば、道路、電気、ガス、水道、老朽化した社会インフラ、教

育、医療などの安全安心な公共サービスを、都市部と周辺地域での人口の増

減に適応して支援する新世代の第３のプラットフォームと呼ばれる IT 技術

基盤の活用が注目される。人ともの・サービスを接続したクラウドから行動

のデータを活用し、より迅速に人や組織固有の戦略的パターンとトレンドを

把握し、地域の実状に適合した交通機関の運行、スマート工場の組み立てラ

インの障害対応、大規模災害・インシデントの被害拡大の阻止、グローバル

市場の急激な拡大と複雑な経済危機の伝播に至るまで即座に予測し備えるこ

とが期待できる(2)。 

人口増加に応じて物理的インフラを増やす従来の手法から離れ、行政の運

用コストの削減と重点化する予算という課題に対して、物理的なモノのつな

がりよりも、モノをデータ化したディジタルのつながりを重視する。例えば、

街灯システムをインターネットに接続しネットワーク化し、LED 技術を導入

し、交通センサー機能を備え周辺の動きを感知できるスマートな街灯にアッ

プグレードし、管理時間の短縮のみでなく電力コストを抑制し、市街地の夜

間を明るくし安心感を高め、犯罪の発生率を低下させることが出来る。また

老朽化した水道管システムを修理交換する際に、本管と地下のパイプライン

にネットワークセンサーをつけアップグレードすることにより、水道管シス



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

現状等 

 

 

 

テムを効果的に監視し水漏れを予防する。都市部の増大する廃棄物処理に要

する収集コストを削減するため、ゴミ回収コンテナーにセンサーを付け、都

市の廃棄物管理センターによる効率的な収集ルートを策定し、作業の生産性

を高めることが可能となる。公共交通システムに関するリアルタイムデータ

を交通センターで収集して共有すれば、交通の流れを円滑にするだけでなく

バスや列車の運行コストを適切に管理し、運行時間や頻度をより精確に調節

して経済効率が大きく高まる。都市交通渋滞の 30％は、駐車場を探すことに

よると見られており、駐車スペースにセンサーを組み込み、駐車状況と使用

可能なスペース情報の入手により、交通渋滞と大気汚染、燃料の消費コスト

削減の大きな可能性が開ける。 

IoT 型社会のスケーリングは、非常に大きなポテンシャルを秘めている。

GPS と可変作業を結合した農業機械システム、災害に強い灌漑システム、特

定の害虫や病気の植物に対応するロボット、最先端気象システムなど、３つ

あるいはそれ以上の社会システム分野を情報コミュニケーション技術で統合

した複合システム(System of System)に支援された精密農業の生産性の向上

は、2050 年には世界の人口が 96 億に達する人類の食糧供給に大きな助けと

なることが期待されている。精密農業はエネルギー消費も環境負荷も少なく、

森林の監視と管理にも革新をもたらす。IoT 型社会の基本戦略は、孤立した

サービスに投資するのではなく、縦型にサイロ化した本質的に異なるシステ

ムを横断的に統合できる複合システムに投資すべきとなる。孤立したネット

ワークを拡大的なネットワークの中に位置づけ、多様なデバイスとセンサー

を利用できる System of System によるインフラ・テクノロジーの導入によ

り、国や地方行政コストの分野横断型の効率の高い節約が可能になる。 

      System of System による複合的システムの例 

 

                 Porter and Heppelmann2015 より作成              

 



 

目的 

 

IoT 型社会での SNS 等民間情報の活用方法の構築 

 

 

 

目標 

（１）スタンダードな災害時の意思決定組織を前提に、活用の仕方を整理する(検

討その 1) 

（２）災害の幾つかの典型的な事象を対象に、その救援、救助、復旧の方法タイ

ミングなど、災害のシナリオベースの分析を準備し、共通するパターンの

抽出を行う（検討その２）。 

（３）類型化された災害に特徴的な、意思決定と組織行動及び必要な情報のパタ

ーンからディジタル技術を活用して公共価値を創造する IoT 型社会を念頭

におき、自治体おける SNS 等の民間情報の活用に共通する組織横断的なソ

リューションを提供するミッションコマンドによるシステム構築法を検討

し、ディジタル戦略の導出に資する(検討その３)。 

②  検討その 3  IoT 社会を想定した、SNS 等の民間情報の活用に共通するシステム構築の検討 

 

１ 概 要 

 

検討(その１)では、災害対応の前提となる、自治体等の調整連絡の基本機能を確認し、首長の意思

決定に貢献する SNS 等民間情報の活用を確認した。検討（その２）では、災害対応の典型的な事例

として感染症を取り上げ、その救援、救助、復旧の方法タイミングなど、シナリオベースの事例を

調査し、ビッグテータと AI（人工知能）活用の共通パターンを抽出した。具体的には公共 Twitter

のデータを対象に 1,000 以上の多様な生活メッセージの中から、健康関連のメッセージを見つけ出

し、オンライン通信の内容から感染症の個人を特定する SNS を活用する枠組みを検討した。その結

果、250 万のジオタグ付き Twitter メッセージのサンプル評価から感染に至る社会的なつながり、感

染者と共にいた最新のコロケーションの強度から、感染症の罹患リスクの分析評価が可能になる。

また自治体、警察、消防、医療、自衛隊など国家の危機管理に関わる多くの主体で、被災状況（感

染症）のツイートデータを解析する IoT の仕組みと原理が有効かつ合理的であること、ビッグテー

タと人工知能を組み合わせた高精度、高再現率のカーネルマシーンによる予測解析、頑健なサポー

トベクトルマシン（SVM）による学習、ビッグデータの分類管理支援を受けるカスケードベースの

認知モデルは、今日の複雑な社会システムにおける防災・減災での有効性・妥当性が十分に高いこ

とを確認した。本検討(その３)では IoT、ビッグデータ、AI などのディジタル技術を活用して公共価

値を創造する IoT 型社会のフレームワークの中で、大震災から感染症、テロリズムなどの都市型の

インシデントに加え､世界的な極端気象による大雨、洪水、津波、台風など、自然災害に特徴的な類

型化された意思決定と組織行動に適用可能な、SNS 等の民間情報の活用に共通する組織横断的なソ

リューションを提供する創造的なミッションコマンド（アウフトラグスタクティク）（３）によるシス

テムの構築法を検討し、ディジタル戦略の導出に資する。 



２ 目 的 

 これまでの人口の増加・濃淡に応じて物理的インフラを増やす従来の方法から離れ、行政の増大

するコストを効率的に抑制する重点予算という課題に対応して、物理的なモノのつながりよりも、

モノをデータ化したつながりを重視する。サイロ化しやすい個別のシステムを統合し、組織横断的

なソリューションを提供できる創造的なシステムの構築法を検討し、SNS、ビッグデータ等の民間

情報を防災、減災に活用する IT 戦略策定の基盤を明らかにすることを目的とする。 

 

３ 目 標 

国・自治体、警察、消防、医療、自衛隊、重要社会防護インフラなど多くの主体で、防災・減災

の情報等を活用して共有する仕組みについて SNS 等活用の基盤となる IT 戦略を導出する。本検討

の主眼は、独立した防災システムの構築から、創造的な組織横断の防災行政サービスを提供できる

戦略へのシフトにある。それは孤立したサービスへの投資ではなく、本質的に異なるストーブパイ

プ方式の縦型システムを統合する組織横断型ソリューションへの投資を意味する。質の高い行政サ

ービスの実現に資する、統合型行政運営の中核となるシステムの適正な価格と調達期間における構

築は、IT 戦略の普遍的な大命題であり、発注者の適正な調達の実施、精度の高い要件を確定する仕

組み、技術力・知見に優れた事業者の選定など、今後、経済を牽引する IoT 型社会のイノベーショ

ンを目指し、政府と民間企業の契約を見直し、政府と IT 企業がさらに深く協業し、行政サービスを

提供しうるミッションコマンドとストラングラーの戦略を明らかにする。 

 

４ 21 世紀の経済を牽引する IoT 型社会のイノベーション 

(1) 社会的基盤としての電子政府の役割 

これまでイノベーションで経済成長を遂げてきた各国の政府は、歴史的に民間企業のパートナー

役、多くの場合、個別の企業では回避できないリスクを引き受ける大胆なパートナー役を果たして

きたと云われる。その場合、基礎研究から商業化に至るイノベーションの全プロセスにわたって、

政府は民間企業が参入できない領域へ投資を拡大してきた。こうしてインターネット、ナノテクノ

ロジー、バイオテクノロジー、クリーンエネルギー等の全く新しい市場と産業が生み出されてきた。

とはいえ、政府は各時代の市場動向に即して成長分野を選定することは必ずしも得意ではなく、む

しろ、今日の複雑なグローバル経済の競争の中で、大胆なアイデアを推進することは環境的に困難

となりつつある。政府の役割は、企業の活動をスムーズにし、場合によっては正しい方向に進むよ

うに軌道修正を促すなど、市場の失敗を正す程度に止める場合も多い。その理由として、最終的な

雇用創出は社会でも政府でもなく企業とその経営者にあり、支出、投資、雇用の判断の主体は企業

に他ならないことが指摘されている。但しイノベーション推進を巨視的に捉えた場合には、経済領

域での国の伝統的な役割に加え、技術革新の方向性を見極め、政府がその領域に投資できる仕組み

が必要となる。気候変動、大規模自然災害、少子高齢化、エネルギーの安定供給など人類共通の課

題に対処するためには、市場の失敗の是正のみでなく、積極的に市場を形成する国家のリーダーシ

ップが強く求められる。 



我が国の IT 国家創造宣言は、世界最高水準の IT 利活用社会の実現とその成果の国際展開を目標

に、政府自身が自己変革を強力に進め、障害となる組織の壁や制度・ルールを打破し、各省連携に

より政策資源を集中投下し、成功モデルを実証する国家プロジェクトを推進するなど、政府は産業

界の活力や投資を引き出せる環境整備に取り組み、戦略を実現すべく不断の取り組みを行ってきた。

その基軸となるグランドストラテジーは、行政全体をオープンにすることで、これまで使い切れて

いなかった様々な国内リソースを活性化するオープンガバ-メント戦略におかれていた。またその根

底には、社会システムの進化の過程で IT をコストセンターではなくバリューセンターと見る世界観

がある。IT は政府に包括的政策を実施することを可能にし、国家及び自治体の長期にわたる繁栄を

助けることができる。特に次世代の IoT 投資が作り出す、経済を成長させる次の市場創造型のイノ

ベーションの成果を広く共有することで歳入を確保し、業界の生産性を高め、多様な部門に新たな

雇用と才能を引きつけるなど、国民生活の真の豊かさの追求が可能であると見られている。 

 

(2) 経済を成長させるイノベーションの３類型 

経済領域で国の伝統的な役割を見直し、技術革新の方向性を見定め、政府が経済を成長させる領

域に投資できる仕組みと共に、今日、ＩＴを活用した公共サービスの多様化や質の向上を国民各層

に届けその利用の促進を図り、新たな産業の創造等を通じた経済成長の実現に向けた環境整備に資

する、国・地方を通じて行政のＩＴ化と業務改革の抜本的な取組の加速化が喫緊の課題となってい

る。国の繁栄を刺激する企業レベルの投資の多くがイノベーションを対象とすることから、雇用を

生む経済の持続的成長と繁栄の基盤となる企業と経営者の役割を重視し、その立場からイノベーシ

ョンを見た場合に、次の３類型の分類が指摘されている（5）。 

第１類の持続的イノベーションは古いモデルを改良して新しいモデルに代替する。市場変化のほ

とんどは持続的イノベーションによると云われており、改善されたシステムを既存のユーザーに提

供することから、結果として企業を大きく成長させることは少なく、マクロ経済の成長を刺激する

ような雇用を新たに創出することはない。 

第２類の効率的イノベーションは、企業が少ない投資でより多くを生産できるようになり、既存

のシステムやサービスをより低コストで開発・提供でき、企業の生存を左右する重要な要因となる

が、同時に少ない人材でより多くを生産でき雇用は減少し、また効率的なプロバイダーに雇用がア

ウトソースされる場合が多い。 

第３類の市場創造型のイノベーションは、それまで需要が限られていた価格の高い産業の製品や

サービスを、十分に安価にアクセス容易に全く新しい消費者層に提供する。より多くの消費者が製

品やサービスを需要するようになるので、企業は生産販売、サービス提供のため多くの人材を雇用

する。シンプルで低コストのサービスを支える新たなサプライネットワークを構築し、流通チャネ

ルも新規開拓し、結果として成長と雇用の増大をもたらす。この市場創造型の投資には次の２つの

要因が必要になる。第 1 に未開発の消費者ニーズを特定する企業家、第 2 に規模の経済で大きな優

位を確立できる製品やビジネスモデルが必要とする技術と特質を備えた、経済プラットフォームの

存在が上げられる。IoT 型社会のプラットフォームが強く期待される理由は後者にある。 



 これまで、我が国の戦後経済の成功は、国家のプライドと力強い勤労倫理、政府のビジョン、優

れた科学・技術教育という要因で説明されてきた。しかし近年、これらに加えその成功は自動車、

家電、事務機器、鉄鋼、バイクなどの各セクターにおける市場創造型のイノベーションに起因して

いたことが指摘されている。その場合、各企業は国内市場での需要の掘り起こしを競い合い、その

後、同じ戦略を海外市場でも試みて成功し、このモデルが全世界に広がっていった。市場創造型イ

ノベーションを生み出す上で最も重要な要因は、投資家と市場創造型イノベーター間の資本の動き

を加速するプラットフォームとインセンティブを形成することであるとされる。一般にプラットフ

ォームを形成する多くのインフラプロジェクトにより、企業の運営コストが削減され、既存の顧客

により優れたサービスを提供できるようになるが、必ずしも持続的な成長と繁栄を直接保証するも

のではないことが知られている。 

 市場創造型イノベーションは、プラットフォームと共に未だ明確に市場が形成されていない、潜

在的な新市場の需要を掘り起こす要件を見極め、そこから引き出せる社会的利益をいかに推定する

かにかかっている。すなわち、シュンペーターの提示した、経済発展の原動力としての「新結合」

とその担い手たるアントレプレナー(企業戦略家)による、潜在的なニーズを狙った異なるタイプの投

資と結びつかない限り、インフラがもたらす経済的インパクトの拡大は必ずしも期待できない。 

IoT の基本戦略では、孤立したサービスに投資するのではなく、本質的に異なるサイロ化したシス

テムを統合し，そこから新たな価値を生む分野横断的なソリューションに投資し、孤立的ネットワ

ークを拡大的なネットワークの中に位置づけ、多様なデバイスとセンサーの SNS 民間情報の活用な

どビックデータを広く社会で活用できるよう、AI プラットフォーム・テクノロジーの導入を図るこ

とが求められる。 

 

                               筆者作成・想定事例研究 

 



５ 我が国の課題解決型の IT 戦略 

 IT 国家創造宣言（H27.6.30）において、我が国は世界に先駆けて国際社会が抱える、気候変動、

水、交通、医療・介護などの課題解決にＩＴが大きく貢献することで市場の拡大を図る「課題解決

型 IT 利活用モデル」を構築し、国民が実感できる「真の豊かさ」の実現に重点を置き、この目標に

向け ①社会全体のビジネスプロセス等の改革、そして新たなビジネスモデルの構築によりもたら

される「革新性（イノベーション）」とその革新性の基盤として②データやソフトウェア・情報シス

テムを社会全体で分野横断的に有効活用を促進する。また、かかる IoT 型社会を見据えた情報シス

テム整備に当たっては、国民の利便性向上と効率的な行政運営への寄与等の観点を踏まえた、徹底

した業務改革（BPR）を実施することで、付加価値の高いシステム整備を行う。 

 

5.1 課題を取り巻くＩＴ技術の全般状況 

 

(1) 世界を飲み込むソフトウェア 

 今日、世界を食べると表現されるソフトウェア-は、IT セクターのみにとどまらず、広範囲の産業

における経済発展の原動力として、様々の分野で経済の新結合(BPR、いわゆる創造的な破壊）を引

き起こし、サービス業から製造業、農業、教育、行政、警察、消防、医療、防衛に至る全ての産業・

ビジネス、またその課題解決を中心的に担う行政は、ソフトウェアにより動く(支援される)と云われ

ている。 

嘗て黎明期のソフトウェア-は顧客が限られ、従って仕様の変更も少なく、一度完成すればアップ

デートは希であった。その後の経済のグローバル化、技術、市場、企業経営の急激な発展と社会の

高度化・複雑化など時代の進展とともに、ソフトウェア-開発の規模と期間は拡大し、開発途上の変

更の要求と経費も増大した。ソフトウェア-開発は、基本的にユーザー、製品・サービス、市場を学

ぶプロセスでもあり、ユーザーによる本来のニーズ（要件）は細かく複雑で想定しなかった条件へ

の対応を含むばかりか、完成したソフトを前に自らのニーズに初めて気づく場合も多く、その結果、

ソフトウェア-の作成後にも幾多の仕様の変更が発生する。従ってシステムの開発規模とユーザー数

が大きければ、次々と変更を重ねていく部分が増大することになる。 

 

(2) 伝統的な計画駆動型の開発モデル 

1997 年当時、米国内だけで 30 万件前後のソフトウェア開発プロジェクトが進行し、約 200 万の

人々が従事していた。これらのプロジェクトの 1/3～2/3 がスケジュールと予算のオバーランを引き

起こし、多額の費用を費やす巨大プロジェクトの約半数が途中で行き詰まり、最終的に中止すると

見られていた。当時、プロジェクト開発の深刻なリスクとして (1)開発計画を作成しない (2)作成

した計画に従わない (3)状況の変化にかかわらず計画を見直さないことが指摘されていた。 

システムの大規模化に伴い、優秀な人材を起用し、中心的人物の要求する開発資源を全て準備し、

工程を気にせず、臨機応変にプロジェクトを運営する外科医チームと呼ばれるアート性を重視した

古典的な開発モデルから離れ、その後、航空宇宙システム開発のシステム工学を規範にソフトウェ



ア開発を工業製品の開発過程と同様に、要件定義、分析、設計、コーディング、試験等の複数工程

に区分し、詳細な計画立案を主眼に文書による可視化を行い、開発計画とその進捗管理を徹底する

計画駆動型手法を取り入れたウォーターフォール型のモデルが主流となった。 

伝統的な工学的アプローチを応用する計画駆動型モデルは、作業を詳細に計画してマイルストー

ンを置き、前工程完了の要件となる成果物の確認と、前工程に欠陥のないことを前提に次工程に進

み、フェーズ内完結処理により後戻りの発生頻度を可能な限り抑制して品質を確保し、手戻りと横

展開の波及効果を公式の変更管理により確実にフォローすることを本則としていた。大規模なシス

テム開発では、次図に示すように時間軸の進行に伴い変更の難易度とコストが急激に上昇すること

から、プロジェクト初期の上流工程での必要かつ十分な工数（人月）の投入が、プロジェクト後半

のソフトウェアの品質を担保し、工数低減の大きなメリットにつながる経験則を重視し、プロジェ

クト工程の早い段階で品質の作り込みを企図していた。 

伝統的なウォーターフォール型開発モデルは、環境の変化が比較的少なく、厳格な規律、統制、

管理等の秩序を重んずる組織文化と組織構造の中で、クリティカルな単一の事業を中央集中的に執

り行う、大規模システムの重量開発に適した決定論的モデルとして誕生した。ソフトウェア開発は

統制された組織の意思決定プロセスに従い、独立した明確なステップに区分され行われることを旨

とし、可能な限り早期に要件定義と設計仕様の確定を行い、その後、段階的な試験により確実に実

現を図る方式である。 

 

                                   公開資料から作成 

(3) プロジェクト開発計画の本質 

 

ソフトウェア開発は、課題解決のため次々に細かい作業に踏み込んでゆく連続した過程であり、

開発チームは次の段階でどのような作業を必要とするか正確には判明していない状態で、各時点の

推計を基に様々な要素を検討し、決断を迫られる本質的な特性を有している。このため開発プロジ

ェクトの初期段階における正確な見積もりは、不確実性のコーンに示されるように、困難なばかり

でなく理論的に不可能と見なされてきた。 

実際ソフトウェア開発は様々な複雑なリスクを内包し、それ故にプロジェクトの成功には十分な

検討を重ねた計画が不可欠であり、計画を作成しないことは、プロジェクトが犯す誤りのうち、最



も致命的なものの一つと見なされている。今日、複雑な社会システムと市場の激しい変動、技術革

新が急速に行われる環境では、ソフトウェア開発プロジェクトの外囲環境パラメーターの激しい変

化ばかりでなく、ユーザーの求める要件認識も、開発の全期間にわたり変化し続ける可能性がある。

その結果、開発者は変更要求のサポートに適さない既存の枠組みに、未知の機能の追加を余儀なく

されるなど、ソフトウェア内部の品質が大幅に低下するリスクがある。またプロジェクト開発が進

めば、ユーザーの使いやすさも当然修正する必要がある。従って、プロジェクト全般におけるユー

ザーとの緊密な連携は、開発の成否を左右する重要な要因であり、ユーザーと良好な連携を保ち、

ユーザーの望むソフトウェアの作成を助け、要求を理解し統合化する効率的な開発管理プロセスを

担保する開発計画の存在は不可欠となる。 

ところが、プロジェクト開発計画は開発を促進する枠組みではあっても、開発そのものを行う（し

ようとする）システムではない。製造開発を規範としたウォーターフォール開発モデルの根底には、

機械的な仮説があった。すなわち早期に決定された仕様どおりに各構成要素を作成し、それらを形

式化・規定化された開発過程に従い組み立てれば、ソフトウェアが自動的に組み上がると仮定して

いた。しかし本来、ソフトウェアはシステムの中で変化を吸収する部分であり、ソフトウェアの開

発は変化への耐性の中でアイデアと知識を製品に変換する。人間はプロセスを各要素に分解し手順

を規定化することで、プロセスを理解した錯覚に至り、プロセスの要件定義と仕様確定の創造性が

忘れられ、形骸化しやすかった。その意味で、ウォーターフォール型開発の機械的仮説には、ソフ

トウェア開発の知識創造的な活動の本質を見失うリスクが存在した。 

実際、多くのプロジェクトで、ソフトウェア開発計画は契約の形式に従う機械的プログラムとな

り、要件定義と設計を契約交渉的な仕様決定のプロセスとする見方が主流となった。仕様の分析と

確定が、テストによる仕様の確認をつうじて、自動的にシステムの統合に到るとする機械論的な見

方から設計とテストが分離された。テスト本来の目的は、設計に織り込まれた運用に供し得る品質

の確認であって、不具合の発見ではなく、不具合は例外として、使用できる状態に至る設計に適応

したテストを第一義とすべきであった。設計とテストが切り離された結果、設計は実世界のオペ－

ションから、設計者はユーザーから隔てられ、現実の運用に密着した設計思想は希薄となり、運用

の変化に従い変わるはずの開発組織は硬直化した。形式的に開発プロセスを要素に分解し、各手順

を機械的に結合しただけの過程では、ユーザーの情報を吸収し、理解し、統合し、設計とテストを

一体化させる組織活動の本質が見失われやすかった。   

2001 年、米国のアジャイルソフトウェア開発宣言では、伝統的な計画駆動型の分解し分析する設

計プロセスのみでは、それを統合して元に戻す重要な何かが欠けていることが示唆されるに至った。 

すなわち、ソフトウェア開発の本質は、宣言の中で述べられた個人との対話、動くソフトウェア、

ユーザーとの協調、変化への対応など、本来の BPR が重視する全体最適化の価値に象徴されるよう

な、部分を総合して種々な部分を互いに加え合わせ、その多様を一つの認識に統合する作用を生む、

分析とは別の総合的な価値判断に基づく、シンセシス(カントの哲学用語 綜合:Synthesis)にあると

見なされるようになった。 

 



(4) 反復型開発と適応型のアジャイル開発モデル 

将来の変化を正確に予測し、可能な限り早期に完全な仕様を見定め、凍結しようとするウォータ

ーフォール型の方法論には本質的な限界があった。第 1 にプロジェクトの早期に仕様を確定した開

発計画では、計画立案時点の全般状況を起点に最適化されていることが多く、システムが大規模で

あるほど激しいシステムの外囲環境の変化と相まって、その後のコーディング・試験段階で発生す

る要求の揺れ動きにより、テストをしては修正というサイクルが多発し、収斂には長期間を要する。

第 2 に潜在的な不確実性への回避策として導入され、将来への対応を視野に安全係数を見越して付

加的に実装された機能・性能のかなりの部分が、その後も殆ど使われることなく、逆にシステムを

複雑にし、付加的機能の試験、文書化、保守に要する全体経費の上昇圧力を作り出し、ソフトウェ

アの寿命の短縮化など、メタボリックシンドロームのようなジレンマとリスクを胚胎していた。 

伝統的なウォーターフォールモデルの構造的な限界を補うべく、システムの漸進的な反復型開発

が考案された。伝統的な計画駆動型モデルでは要件定義の基礎をなす課題解決のコンセプトは、プ

ロジェクトに関連する論理的・抽象的な世界に、当初、独立して存在するという仮説から出発する。

従ってプログラムテストは、可能な限り早期に事前決定された設計に合致するプログラムの仕様の

適合度の確認を第一義とする。これに対し反復型モデルでは、課題解決のユーザーの要件を物理的

に実装された世界(対象となる実世界)で見極め、業務の根底にある原則(因果関係)を理解し、課題解

決のコンセプトを抽象的な論理の世界ではなく、実際の業務の世界で探索と検証を繰り返しながら

創り上げることを重視する。そのため可能な限り早期に、探索に必要な基本となるシステムを実装

する。その目標は、現実の世界でシステムの実現可能性(フィージビリティ)を確認し、同時に暫定的

なアーキテクチュアーの確立に必要な基幹となる機能セットを開発する。この使用可能な基本シス

テムにより、業務の深層にある原則をさらに深く理解して実証し、特定の状況に合う課題解決のプ

ラクティスを作り出すのに必要な知識を創造する。そのため初期の使用可能な基本システムの実装

から段階的に機能を拡張するリリースを重視する。すなわち反復型は、課題解決コンセプトの最重

要部分の探索からとりかかり、開発プロセス全体にわたり対象となる課題解決のコンセプトの因果

関係を次々に明らかにしながらコンセプトを検証し、その仕様をソフトウェア-製品に具体化して実

世界での経験として織り込んでゆく、実装しながら課題解決の知識を創造し、知識を創りながらそ

れを実装する、実世界探索型の経験論的な開発モデルと見ることが出来る。 

その後、特にグローバルな電子商取引の発展など、環境が日々刻々変化し、開発速度が最優先さ

れる状況の中で、激しい競争環境の変化に素早く適切に対応し、いくつもの事業を担うシステムを

複数の地域に同時展開し、迅速に開発資源を投入して創り上げる適応型のアジャイルソフトウェア

開発が出現した。この予測困難な要件や頻繁に変更される要件に直面する組織に有効なアジャイル

ソフトウェア開発は、ユーザーの満足度を最優先し、シンプル・簡明で理解容易、従って変化・変

更に強くユーザーとの密接な対面の連携の中で動くソフトウェアを、短時間でリリースすることを

目標としていた。そのため、システム全体を幾つかの部分に分割して段階的に開発し、それらを全

体に統合する漸増的なリリースを経由するインクリメンタルな方法をとると共に、開発も、当初は

基本的な重要機能のみに集中し、じ後、イテレーションと呼ばれる反復的な短期間の生成サイクル



により、実際的な完成度を向上させながら作り込みを行う。開発を進めるための組織構造はチーム

が自ら判断して決めるよう自己組織化され、プロジェクトの過程で細部の流れからあらかじめ決ま

っていないプロセスや原則、作業構造などの全体的な諸相を感知して行う創発を重視する。そのた

め(1)アルファ：プロトタイプを作成し、ユーザーの要求をユーザーと関係者の小規模のグループで

テストする。(2)ベータ：実環境でユーザー要求を確認し公開テストを行う。(3)ライブ：公開後も、

反復的にサービスを改善する一連の生成過程を適用する。一般にアジャイルプロセスは、変化の激

しい環境で最も効果を発揮することが知られており、当初は重要な機能に絞り込みユーザーにとっ

て価値の高い実際に使用可能なソフトウェアを、比較的早い時期から継続的にリリースし、使い込

みながら段階的にかつ着実にその完成度を高めてゆく実証的な手法がとられた。 

これまで比較的安定した環境での大規模システムの開発では、予測可能性、安定性、高い確実性

に優れた伝統的な計画駆動型のモデルが採用され、先例のないプロジェクトや、予見不能な変化が

頻発する中小規模のプロジェクトでは、反復型のアプローチが適していると見られてきた。ウォー

ターフォールとアジャイルの両手法が各々の IT 開発戦略の２つのポジションを形成しており、図に

示すように、規律を重視した決定論的な開発と俊敏に反復するイテレーションに基づく経験論的な

開発の 2 つの均衡の取り方が重視されるに到っている。ここでは、図の横軸にシステム設計とリス

ク解決に要する投入時間をとり、縦軸にそれによる追加の再作業工数をとっている。大規模システ

ムでは、システム運用コンセプト、要件定義、アーキテクチャー、ライフサイクル戦略計画という

事前の大きな設計への投入工数を減ずれば、逆に再作業工数が急激に増大する。小規模システムで

はシステム設計に工数を投入してもスケジュールが延びるだけで効果が感じられない。システム開

発の規模に応じて両者の均衡をとるスイートスポットがあることが知られている（５）。 

今日、大規模なプロジェクトでは、最早変更の割合が少ないことを期待できず、またアジャイル

開発もステークホルダーの価値命題の変化に応じた要求の優先順位付けが求められる。ソフトウェ

アの複雑性、適合性、可変性、不可視性という問題の本質を形成するサービスの設計、すなわち、

ソフトウェアという希少価値の高い無形の情報から生まれるサービスの価値に焦点を合わせた開発

が求められる。 

 
 
Boehm, B., Turner,R.,(2004) 



６ サービス・サイエンスから見たソフトウェア開発  

 

(1)  サービス創造のプロセスと CPS(Cyber Physical System) 

ウォーターフォール型ソフトウェア開発の原点となった工学における生産活動モデルは、原材料、

設備、技術を結合し、有用な製品を製造するプロセスであると同時に、製品、製法、市場、リソー

ス、組織などの様々な要因に基づきサービスを選択し、顧客の求める付加価値を高めるソフトウェ

アを製造するプロセスでもある。経済学者のマーシャルは製品の生産を、物質の形態の仕組みを変

化させ欲求の充足によりよく適合する過程であるとともに、物質を調整し直してより有用なものに

する過程であると定義した(6)。この場合、生産は目で見て触れることの出来る有体物としての物財を

製造する過程と、欲求の充足をより適合させ生産をより有用にする、無形のサービスとしての経験

財を提供する過程の両方を含んでいる。1989 年、この学統を受け継ぐイギリス商務局の ITIL（IT

サービスマネジメントのベストプラクティス集）では、サービスを「ユーザーに、特定のコストと

リスクを負わせることなく価値をもたらす手段」と定義している。すなわちサービスは、ユーザー

に価値を提供する活動であり、無形性、非分離性、変動性、消滅性の特性を有し、その価値とは、

サービスが目的に適しているかの機能性要件から見た有用性と、サービスが使用に適しているかの

可用性、さらに継続性、キャパシティ、セキュリティの 3 つの非機能性要件から見た適合の保証を

意味している。従って、IT サービスマネジメントは、ユーザー価値の創出を目指し、資産リソース

を価値のあるサービスへ変換するプロセスを対象とする。従ってサービスの品質はプロセスの工程

の品質に大きく依存する。 

今日の製造業は、製品のみを製造・供給する時代から、製品に伴う付加価値を提供する時代を経

て、メンテナンスサービスの最適化サポート、製品のサービス化など、ユーザー価値を飛躍的に高

めるサービス戦略を積極的に展開する IoT 型社会の時代に至っている。現在進行している IoT によ

る技術革新は、データが人間を介すことなく直接的にサイバー空間に実世界を写像し、ソフトウェ

アによる情報処理の結果が実世界の動きを制御する CPS(Cyber Physical System)を現実のものにし

た。これに伴い、爆発的なデータ流量の増大を背景に、ビッグデータや人工知能の活用が加速し、

企業や個人の行動様式の変化とサービス創造プロセスの革新が生み出されている。ソフトゥエアの

開発プロジェクトは、プロダクト(物資や物品など独自に生産された人工物)、プロジェクトの成果と

しての所産(Result：統合されたシステム、改訂された業務プロセス、再構築された組織、テスト、

訓練された要員と文書)及びアプリケーションにより行われる、サービス遂行能力を創造する有期性

のある業務として捉えることが出来る。また新たな保守サービスの概念は、これまでの、壊れたら

新しい機器を売るという意識から脱却し、機器の修理、新規購入、取り替え等のユーザーの直接的

な要求を満たす保守契約から、システムの業績を向上させる包括的な方法に焦点を合わせ、サービ

スの提供を主体にユーザー・ドリブンの付加価値の創出と成果を保証するソリューションベースの

契約に移行するなど、サービス創造のプロセスの比重が増大している。このためアプリケーション

サービスを提供する行政クラウドシステムの構築では、通常の物財の生産とは本質的に異なる、サ

ービス・サイエンスの視点から見たシステム開発プロセスの本質を把握することが求められる｡ 



(2) IoT による「ものの本質」の変化とサービス・サイエンス 

 

21 世紀のイノベーション戦略を重視した 2004 年の米国の IBM CEO パルミサーノ・レポートで

は 、従来イノベーションを議論しにくかった分野として、教育、医療、コンサルタントを含むサー

ビス・セクターをあげ、その生産性を飛躍的に高める社会科学や工学的な生産手法等を活用した、

学際的アプローチとしてサービス・サイエンスが提唱された。サービスは「人と人、人とものとが

関わる場面で、受け手にとり価値あるものを生み出すための機能と、それを体現する行為やプロセ

スによる効果」として捉えられ、プログラム化された意思決定とプログラム化されない意思決定を

含み、さらに非言語による知識の伝達など、高度な知的領域を含む概念として定義されている（7）。 

SNS のようなサービスでは、サービスを使用し経験するまでは価値の確認が困難で、また医療、

防災、金融、教育等のサービスを主体とする経験財のビジネスでは、物財中心の製造業のビジネス

と比較して協働する人間の知識や情報の持つ役割が大きく影響し、個人の価値観や精神的文脈と身

体的経験によりその満足度も左右される。そのためサービス創造プロセスでは、提供者と利用者の

インタフェースをシステムとして設計し、最先端の IT 技術等を駆使して利用者の満足度を飛躍的に

高めることが期待されている。 

今日、インダストリアル・インターネットと呼ばれるオープンでグローバルなネットワーク環境

では、接続機能を持つスマート製品、データ、人を結びつけ、大量のビジネス機会を生み出す成果

ベースのビジネスモデルが求められる。 

例えば、電力のスマートメータの企業は、家庭・企業等の電力消費データを実時間で収集し、電

力会社と情報共有することにより、電力会社のエネルギー消費量の予測精度を向上させ、より効率

的な電力供給を実現すると共に、ユーザーに電力のコスト情報を提供し、個々の電力使用量を十分

な精度で経済的に制御することを可能にする。ビジネスモデルが、ユーザー価値の創出と回収に関

する価値提案と収益化の２つの要素で構成されると見るならば、この場合、メーターの企業は、電

力消費パターンのデータを収集して電力会社に計測サービスを提供し、電力会社が節約したコスト

の一定の割合から価値を得ると共に、コスト節約分の一部を消費者に還元する価値提案が可能にな

る。すなわち信頼性の高いスマートメータを提供し、メーターから有益なデータを取り出し、高度

なアナリスティクやアルゴリズムにより、電力会社、家庭、企業の機器の性能最適化や効率的な稼

働・保守に活かすことで価値を創出し、能力向上からユーザーが得た利益の一部から価値を回収し

収益化を計る。モデルの狙いはユーザーの複雑なオペレーションの最適化と、ビッグデータによる

分析を実行し、電力送電の最適制御の課題解決に役立つリアルタイムで予防的な情報ベースの経験

財としてソリューションを設計することにより、効率性や他のメリットを実現するサービスを提供

し、これまでの価値の創出と回収を根本的に変えようとする点にある。従来アナログで行われてい

た作業やプロセス、機器やサービスのオペレーションをディジタル化し、接続性を有する IoT の世

界に移行させる BPR により、メーター製造企業はその収益源を、接続機能を持つスマート製品の製

造からサービスの提供に切り替え、先進的な分析能力を構築するアプリケーションの効率性を収益

に結びつける領域に応じて、成果ベースのビジネスモデルを創出させることに成功している（8）。 



すなわち、IoT のノードをなす接続機能を持つスマート製品が、ネットワーク上でデータを収集分

析し、接続されたアプリケーションを稼働させ、その機能性能が格段に増大するばかりでなく、ス

マート製品の「もの」としての本質がカメレオンのように変化し、システムの要素を新たに結びつ

け、組み合わせを変えることが可能になる。こうして取引をディジタル化し、生み出された膨大な

データを新たな方法で分析し、それまで個別に存在していた物、人、活動、組織を結びつけ、個別

のシステムから複数のシステムを統合するシステム・オブ・システム(複合化されたシステム)へと、

社会システムの枠組みの拡大を可能にする（9）。しかもそれは、従来の方法を全面的かつ破壊的に置

き換えることではなく、要素の結合と組み合わせの変化の中で、サービス創造のプロセスをシステ

ム全体として再構成する、臨機応変の滑らかな BPR を意味する。 

 

(3) サービス創造プロセスとソフトウェア開発 

 

サービス・サイエンスから見たシステム開発プロジェクトは、ハードウェア、設備、技術を結合

し、有用な有体物としてのシステムを構築するプロセスであると同時に、ソフトウェア、開発手法、

市場、IT リソース、組織などの様々な要因に基づく開発のサービスを選択し、ユーザーが求める価

値を高める無形の成果物としてのサービスを提供するシステムの能力を開発するプロセスでもあ

る。その目標は、有体物としてのシステムの製造ではなく、人間や組織の意思決定を補う経験財と

しての「サービス」を提供するシステムの構築におかれる。従って古くは、組織が行う意思決定の

情報処理プロセスを、ソフトウェアを用いてシステム化する事がシステム開発の主要部分となって

いた。このためシステム開発は、生産のための組織と同様に仕事の能率と有効性を高めることが目

標とされたが、次第に組織の意思決定の過程自体に深く関与するようになり、今日では、行政改革

や企業刷新とさらに深く関わり表裏一体となりつつある。特にソフトウェアの開発は、いかに意思

決定のために組織化をするか、行政、企業や団体・組織の仕組み作りがその深層にあり、人や組織

の意思決定を支援するサービスの設計とその実現のシステム全体の能力向上が常に求められる。 

実際、使用し経験するまでは価値の確認が困難なソフトウェア開発のプロセスでは、物財中心の

プロセスに比較して協働する人間の知識や情報の持つ役割が大きく影響し、個人の価値観や精神的

な文脈と身体的経験により、その満足度が大きく左右される。このため、ソフトウェア開発におけ

るサービス創造プロセスでは、開発者がユーザーの要件を確認してシステムの仕様として設計し、IT

技術を駆使してユーザーの満足度を飛躍的に高めるサービスの創造が期待される。その場合、関わ

る人の知識や技能に強く依存する経験財を扱うソフトウェアの領域では、ユーザーの求めるサービ

スをどのようにして要件定義するか、目に見える有体物の設計とは相当に異なる性質を帯びてくる。 

第１に同じサービスでも、提供する人や利用者とその端末、提供される場所、利用者の置かれて

いる環境や心理状態により、その効果や受け止め方が大きく異なる。そのため、サービスは創り出

す経路に依存して品質に変動が生じ管理を難しくする、サービスの異質性(Heterogeneity)と変動性

の問題がある。そのためサービスに関して全ての要求を完全に理解し、あるいは前もって理解でき

ると仮定することは難しく、開発者はユーザーの目でサービスの価値を定義し価値の流れを可視化



し、バリューストリーム全体の最適化に集中する必要がある。ユーザーはソフトウェアが欲しいわ

けではなく、問題解決に必要なソフトウェアが提供するサービスを求めている。従って要件定義で

は、ユーザーの価値とは本来何なのかを感じ取る鋭い感性が求められ、ソフトウェア開発プロジェ

クトの価値の創造に関する最終的な目的を設定し、最も価値ある目標に向かってプロジェクトを進

める必要がある。ソフトウェアの開発者にとって、開発途上で生じる変更は少なく容易に対処可能

であると仮定することはリスクが大きい。むしろ常に変更が生じると考えるべきであり、そのため

プロジェクトの目標を把握し、ユーザーの満足度を最優先し優先順位を明確にして仕様を確定する

必要がある。優れたソフトウェアが創造するサービスは業務を真に理解する人と、技術を真に理解

する人の意見の一致から生まれる。 

第２にサービスは、無形の入力から生み出される無形の出力として、直接手に触れることの出来

ない無形性（Intangibility）の問題を含んでいる。サービスを提供する人の行動とユーザーが期待す

る効果効能から、サービスの経済的価値が定まる。そのプロセスは製造物に比較して明瞭性を欠き

不安定であり、サービスの生産性を定義し、品質を測定して利用者に説明することはさらに困難と

なる。 

従って、ユーザー価値の実現を妨げる様々な要素を排除する必要がある。例えばパレート分析に

より重要な少数とそうでない多数を峻別し、緩急軽重を念頭に、重要なものから処理しあるいは改

善感度の大きいものから手をつけるなど、80％の価値を提供する 20％の部分を優先し、ユーザー価

値を生まない部分をバリューストリームから絶えず排除するリーンな開発体制が有効となる。その

結果、ユーザーにとって必要でない機能の取り込み、頻繁な引き継ぎ、現場から離れ実体から遊離

した意思決定、過度な作業切り替え等の除外が考えられる。またリスクを減少させるため、後から

テストによって品質を保証するのではなく、当初からコードに品質を織り込むプロセスに重点を置

くべきであり、早期に品質を作り込みシステムが常に動作する環境を構築し、ユーザーの要求とそ

の価値の再帰的な確認が可能なテスト駆動型の開発が有効になる。特に複雑な環境では、実績のな

い最新技術で革新的でリスクの高い大規模なソフトウェア開発プロジェクトを、定められた計画と

予定に基づき確定的に執り行うことは不可能であると仮定すべきである。ソフトウェアの開発では

完全な柔軟性は困難であるが、変更が生じうる重要なポイントでは選択肢を確保し続けなければな

らない。不確実性と対面する場合、複雑性を伴うものであればなおさら、決定を下すことが避けら

れない瞬間まで重要な選択肢を保留しておき、様々なソリューションを試行するなど、問題の手戻

りを最小限に抑える効率的な対応が求められる。そのためシステムの要求元は、プロジェクトが必

要とする期間とコストを常に把握し、ソフトウェアに求める機能と除外する機能を決定し、システ

ムが提供するサービスの要件を明確に絞り込まなければならない。また開発者はどのようなソフト

ウェアを創ることを求められるのかを詳細に把握し、要件定義が不明確な場合は機能・性能と仕様

の確定に責任を有するユーザーと常に連絡を取ることが求められる。 

第３にアプリケーションソフトウエアを供用する行政サービスのように、サービスの提供と消費

が同時に発生し授受が生じる場面では、相互の学習から知識を獲得し、何らかの利益を意図する人々

の接点があり、両者の利害を一致させる整合性のあるインタフェースが必要になる。品質の事前確



認ができず、提供された時点で初めてその価値が顕在化するサービスの同時性(Simultaneity)の特質

から、開発者とユーザーの契約上の前提合意のミスマッチを防止し、相互の協働を深めるフォーマ

ルな組織的対応の枠組みを構築することが強く求められる。 

従って開発者はユーザーとそのステークホルダー全員について深く理解し、彼等にとって価値が

何であるか、その価値を尊重し、途絶えることのない業務の価値の流れを創ることを重視しなけれ

ばならない。特に不確実性が高く変化の多い環境で、サービス変更に関する要望が多い場合には、

全ての要求を定義してから、その要求に答えるまで長時間が経過するアプローチはもはや適切とは

言い難い。特に大規模システムでは、開発途中の要求の変更が根本的な再検討と計画改定を要する

ことなく管理できる小さなものであると仮定する場合のリスクは大きい。前提に根本的な変化が生

じている可能性がある場合には、スコープ管理において常に最良のレベルを保ち多大の労力と時間

を投入し続けること自体が、部分最適化の罠に陥った硬直した状態とスイートスポットからの逸脱

を引き起こすリスクを高め、その場合、計画に合致しているよりも変更への対応能力が求められる。

すなわち、迅速なデリバリー、高品質で低コストのイテレーションを生むワークフロー管理は、ス

ケジュール管理以上に重要となる。ユーザーは、開発者との利害を一致させるため要求変更の妥当

性とコストを把握し、プロジェクトの進行状態を確実に掌握し、予想されるコスト、スケジュール、

品質のリスクについて定期的に報告を受け、対応策について提案をうけることが求められる。開発

者は工数とスケジュールの見積もりに発言権を持ち、進捗状況の報告をユーザー及び管理者に正確

に伝えることが可能な、自律的な管理能力を備えた組織が必要になる。その上で、現状最もよく知

られ誰もが理解できる標準的なプラクティスを具体化すると共に、その標準は常に現場で指摘を受

け改善されるよう、微かな不具合も見逃さずに注意深く調査、修正を繰り返し、改善を継続するこ

とにより、高いパフォーマンスを維持することが求められる。 

結論として、ソフトウェア開発は、ソフトウェア・サービスを提供する組織や利用者、提供され

る場所、利用者の置かれている環境などそのコンテキスト(背景文脈)により、その効果や受け止め方

が大きく異なるのと同じように、プロジェクト自体も、プロジェクトの目標、スコープ、規模、文

化、開発者のサービス改善に向けた姿勢などプロジェクトがおかれたコンテキストに合わせて、ベ

ストプラクティスを調整して適応させ変更・確認する必要があり、単純な移植は適切ではなく、リ

スクが含まれることを警戒しなければならない。考慮すべき範囲は、業界の種類、開発するシステ

ムの性格、開発チームの歴史、個々のメンバーの経験と教育、使用するテクノロジーと方法論、シ

ステムのミッションクリティカルの度合い、企業や行政の組織、国家の文化にまで及ぶと云われる。 

すなわち政府のソフトウェア開発を取り巻くエコシステム（経済的な依存と協調関係）が存在し、

そのコンテキストに基づき一連の価値観や標準が形成され、システム開発の成否に重要な影響を及

ぼしていることが、今日、国際社会で電子政府がディジタル政府に大きく変貌している最大の理由

と見ることが出来る。 

 

 

 



7  ディジタル政府に向けた戦略の形成 

 

7.1 公共価値の創造 

 これまで電子政府は、より良い政府実現のツールとなる、政府によるＩＣＴ及びインターネット

の活用を表すものとされていた。2014 年 OECD は、ディジタル政府とは、政府最新化の統合戦略

として、公共価値を創造するディジタル技術の活用を表し、政府とのやりとりの中で、データ、サ

ービス及びコンテンツの作成とアクセスをサポートする政府のアクター、企業、NGO、市民団体及

び個人が形成するエコシステムに依存する活用として定義した(10)。公共の価値とは、人々の視点や

アクターにより変化する、以下の様々な社会的利益を意味する。すなわち 1) 市民及びクライアント

の要望を満足させる製品とサービス 2) 正義、公平性、効率性、有効性の観点から市民の期待に沿

う生産の選択肢 3) 市民の要望と好みを適切に反映する生産的な制度 4) 公平かつ効率的な流通 

5) 公共の目的達成のための資源の合法的な活用、6) イノベーションあるいは、人々の好みと要求の

変化への適合、これらに伴う価値の創造として捉えられている。 

 ディジタル政府への新たな移行の背景には IoT、CPS などの最新のテクノロジーの進化により、

立地によらず資本や労働などの生産要素が、最も効率的な公共価値の高い使われ方をする国や地域

へ流れ込み、社会的、経済的な関連が、旧来の国家や地域などの境界を越えて地球規模に拡大し、

様々な変化を引き起こすグローバル化に相乗し、さらに大きな潮流を生じていることが上げられる。

それは、人工知能、ロボット、3D プリンターその他を駆使したスマートなオートメーション化の一

大潮流であり、ロボット、コンピュータ、ソフトゥエアがよりコストを抑え、高機能化するに従い、

人間の果たす役割を代替し支援しうる大きな現象になると見られている。伝統的な工場への投資と

は異なり、ディジタル資本の多くは限界費用が低く、ソフトウェアはアップデートして配布使用が

可能であり、ハードウェアの部品はムーアの法則に従い、時と共に一貫して急速に低下してゆく。

ディジタル資本はあらゆる産業で重要性を増している。組織横断のシステムオブシステムの方法論

により、多くの重要な財、サービス、プロセスをシステムとして体系化出来る。体系化出来れば、

ディジタル化が可能であり、ディジタルコピーを世界中のどこにでも、オリジナルの再生データの

レプリカとして瞬時に移送することが可能になる。低コスト化、瞬時のデータ移送、完璧な複製化

という 3 つの特質は、べき乗側、パレート曲線に即して、少数のプレーヤーが利益の多くの部分を

手に入れることを可能にし、ユーザー数が増えるほど利便性と製品価値が高まるネットワークの外

部性と相俟って、先行する優位者が極めて多くを手にする市場と経済が生まれると見られている(11)。 

政治のパワーは経済のパワーに依存しており、医療、科学、テクノロジーの基礎部門、教育及び社

会インフラ(道路、空港、水道水供給、浄化システム、エネルギー・通信など)への公共投資に経済を

刺激する効果があることは既に立証されている。従って、短・中期的に公的投資を増やす一方で、

ディジタル戦略により投資の効率を高め、長期的な財政引き締めの準備が可能になる。その結果、

教育、医療、老後の経済的安定をめぐり質の高い基本サービスを提供し、急速に進化する経済環境

での機会均等を保障し、所得、富、将来見込みに関する世代間の流動性を高め、高い公共価値を生

み出す社会サービスの創造が期待できる。次節に示す OECD によるディジタル戦略策定の提言にみ



られるように、IoT と CPS という技術駆動型アプローチの先進的な導入は、適正なグランドデザイ

ンを描き、高い公共価値を創造するエコシステムを築き上げた国家が、一強他弱の比較優位を実現

する可能性を手にすることを示唆している。米国政府は、既に 2012 年に Digital Government の戦

略原則を導入し(７)、英国政府は同じく 2012年にGovernment Digital Strategy を導入している(13)。 

 

7.2  OECD によるディジタル戦略策定の事例 

 

(1) 戦略の形成と実行に関する全般的な提言 

1) 行政の過程と業務の透明性、オープン性、包括性を高めるために、一般に開放されたプロセスに

基づきディジタル政府の戦略目標を分かり易く明確に説明し、技術駆動型アプローチから生じる

コンテキストや人々の期待の変化を明らかにして規則をアップデートすべきである。またディジ

タル技術を駆使できる人と、不得意な人の能力の格差を段階的に解消し、ディジタルサービスを

利用し利益を得る枠組みから、特定の人々が排除されることを防止しなければならない。 

2) 公共のサービスの設計と提供を考える際に、企業、市民社会の各ステークホルダーが積極的にか

かわり、公的に参加をすること。企業、NGO、個人はディジタル政府のエコシステムを形成する。

そこではビジネスモデルの使用と、関連する需要と供給を調整する公共部門の内外のアクターに

よる協働の枠組みが含まれる。 

3) そのためにはデータ駆動型の行政を創造すべきであり、オープン性と透明性を増加させ、また政

策立案、公共価値の創出、公共サービスの設計と提供に一般の人々の公的な関与を奨励するため

にも、データの案内と迅速なアクセス、データの利用・再利用、検証用データの拡大、業務運営

の過程におけるデータと統計の活用などに役立つフレームワークを開発すべきである。適時適切

に運用に供し得る信頼性の高いデータの必要性と共に、オープンな可用性を増すことによりデー

タに曖昧性のリスクが生じる、この両者のバランスを考慮すべきである。 

 



4) 行政サービスの信頼性向上ためには、ディジタルセキュリティと個人情報の保護、適切な保全手

段等のリスクマネジメントのアプローチを反映させるべきである。 

 

(2) ディジタル政府による戦略策定のあり方 

1) ディジタル政府の課題を遂行するに当たり、単一行政機関内の調整と協働、行政組織を横断する

優先順位づけられ枠づけられた調整、この両者を駆使した戦略実行のリーダーシップの発揮につ

いて政治的な確約を行うこと。 

2) 複数の政策領域と政府の様々なレベルにおける高度なディジタル技術の活用を保証すること。 

そのため、関連するステークホルダーと政府の各階層にディジタル政府の戦略を浸透させ、行政

の全てのリフォームに適用する。ディジタル政府の戦略と関連する他セクターの戦略が相互に補

完し、連携し、強化し合う状況を識別する。多様な政策領域の技術的展開に際しては、ディジタ

ル技術の投資に関する戦略的な選択肢を連携させる枠組みについて、ディジタル政府として公的

責任を担う体制を準備する。 

3) 政府組織を横断するディジタル戦略の実行を形作る効果的な組織とガバナンスの体制を確立す

る。そのため、戦略実行の統括責任を明らかにし、説明責任の水準を上げ、公的信用を向上させ、

プロジェクトの失敗や遅延のリスクを最小化する、改善された意思決定と管理などの技術に関連

する支出について、政府のチェックアンドバランスの体制を働かせる必要がある。 

4) 市民に向けたより良いサービスと国境を越えるビジネスを念頭に、早期の情報共有と世界的なデ

ィジタル戦略の整合性から創発する利益の最大化を目指し、国際的な政府間の協働の体制を強化

すべきである。 

 

(3)  ディジタル政府による戦略の実行 

 

1) 資金調達を維持しうる明確なビジネスケースを開発すると共に、ディジタル技術のプロジェクト

の実行に焦点を合わせる必要がある。公共投資とプロジェクト管理の正当化を、経済的、社会的、

政治的利益から期待できる、ある一定以上の予算の境界にある全てのプロジェクトについて明確

な価値提案を行うべきである。ビジネスケースの定義には、現実の利益を確実に得てそれを配分

するカギとなるステークホルダーを含むべきである。 

2) プロジェクトの実行を管理しモニターする制度的な能力を強化すべきである。構造化されシステ

ム化したアプローチを採用し、リスク管理のため大量の証拠となるデータからプロジェクト遂行

の軌跡を把握して、プロジェクトの成果をモニターする評価用データを準備する。またシステム

とデータセットの重複を防止するために、現時点での包括的なディジタル化の進捗状況の全体像

を、常時確認できる可用性を強化すべきである。政府の全レベルで、プロジェクトの状況を測定

評価出来る枠組みを確立すべきであり、一律に採用され適用される標準、ガイドライン、協働連

携の枠組みで適用される調達及び倫理規則、定期的な報告や臨時の支出に関する規則が必要にな

る。また公的部門のプロジェクト管理能力に加えて、個人あるいは非政府部門との柔軟な協働や



連携に必要な技量の強化が求められる。またプロジェクトの早い段階で、全体の調整とスケーリ

ングが可能なプロトタイプによるテストと評価を行うべきである。 

3) 現在の所産(資産 assets)に基づきディジタル技術を取得すべきである。その内容は、ディジタル

技量、業務プロファイル、一般技術、契約、効率性の向上に関する組織内部の同意、イノベーシ

ョンによる支援、公共部門の最新化のテーマの役に立つ目標からなる。調達と契約の規則は、デ

ィジタル技術の発展と応用の状況に適合するよう適切にアップデートすべきである。 

 

(5) 事例 我が国のガイドライン及び実務手引書に関するエコシステムの主要メンバーである

JEITA/JISA による評価(12) 

「政府情報システムが業務と密接に関連しその効果を発揮するには、政府における不断の業務見直

し、業務運営の効率化に資するシステムの要件検討が行える発注者能力の向上が不可欠である。ま

た、同時に事業者の持つ知見や技術を最大限活用することも必要である。これからの政府調達にお

いては、透明性や競争性の確保のみならず、技術力及び知見に優れた事業者の選定や事業者の創意

工夫を促すインセンティブの付与等に配慮した制度構築がより一層求められるべきである」とし、

特に事業者からみた実務的な課題として① 経費の見積りでは「概算要求時点でファンクションポイ

ントや LOC、WBS による詳細な見積りを求めることが記載されているが、詳細な見積りは、要件

定義が完了し、詳細機能まで確定していることが前提となる。業界としても、ある程度定量性を持

った根拠ある見積りが必要との考えは理解するが、不明確な要件や機能を基にした詳細見積りは意

味をなさないことは明白である。上流工程での予算見積りの限界を許容し、その後の見積りの変更

に柔軟に対応できる運用の検討、及び事業者への要件提示方法の検討が必要である」とあり、以下

の論点が確認できる。 

1) 不断の業務の見直し、業務運営の効率化に資する、行政の全リフォームにおけるシステムの要件

に関する検討能力の向上は急務であり、来るべき IoT・CPS 型社会を見据えた、例えば MBSE

のような技術駆動型のアプローチが求められる。 

2) 比較的変化の少ない環境で、予測可能性、安定性、高い確実性を本則とし、規律を旨とする計画

駆動型の決定論的な開発手法と、変化の速い多様な環境で、ユーザーがすべての要求を完全に確

定できるとは想定せず、上流工程では行政の価値命題の深化に応じた要求の変化は起こりうるも

のと仮定し、優先順位付けを俊敏に反復するイテレーションに基づく経験論的な開発手法との 2

つの均衡が重視される。 

3) 複雑・多様化する社会システムに応じる、行政のプロセスと業務の透明性、オープン性、包括性

を高め、行政のバリューストリーム全体の最適化に集中すべきである。 

また② 再委託先の審査・承認では、「政府の情報システムの調達では、個人情報等を含むデータ

の取り扱いを適切に行う必要があり、情報セキュリティ確保の観点から関わる事業者の適切性を確

保する観点が必要なことは理解している。また、発注者として調達する情報システムの品質確保の

観点から、受注者側の実施体制の確認を行いたいとの意向を持つ事も十分に理解出来る」とあり「一

方、実務手引書においても、再委託先の承認を行う理由として、受注業者が『不適切な再委託』を



行い、効率性を損なうことがないようにするために承認手続きが必要であるとされている。しかし

ながら、民間企業においては、ビジネス戦略上の観点から特定分野の業務を関係会社に移管し、企

業グループ全体として経営資源の最適配分を図る事業構造を取っている場合も少なくない。このよ

うな事業形態の企業が受注した場合の再委託先については、手引書が指摘する不適切な再委託とは

本質的に異なるものであり、発注者の承認の対象範囲外とすべきと考える。加えて、政府情報シス

テム調達における契約は請負契約であり、請負人の仕事の完成に対価が支払われる。この場合、仕

事の完成に至る請負人の体制等は問われないというのが民法の本質である。再委託先との契約内容

の開示（特に契約金額及び契約金額が他者に類推される恐れがある情報の開示）は、原価等の営業

上の秘密やノウハウが明らかになる等の競争上の地位、その他正当な利益が損なわれる恐れがある。

再委託の審査・承認には、上記契約内容の開示を求めるのでなく、情報管理、品質、納期順守に向

けた請負体制の妥当性を確認する等の事項により、適切性を確認するよう要望したい」とあり、こ

こでは以下の論点がある。 

4) IT エコシステムを形成する企業の技術力、競争力向上には、ディジタルセキュリティと企業情

報の保護、適切な保全手段等のリスクマネジメントのアプローチの適正な反映が必要である。 

5) 但し、再委託先の審査・承認の手続きに関しては、国が法人と対等の立場で締結する私法上の契

約にあっても、国等の契約は、本質上公益を目的とし、執行は国等の機関が国等のために行うも

のであって、個人の利益のために締結するものではない。主観により自由に行うべきではなく、

自ら公益を守るための一定の制限が必要となり、会計規律を維持し、担当官の私曲を防止するた

めの一定の形式を必要とする。従って公共の価値、特に国益を担保するため必要と認める場合は、

承認手続きは必須であり、上記契約内容の開示を求めると共に、情報管理、品質、納期順守に向

けた請負体制の妥当性を確認する等の事項の併用など、ＩＴ企業の国際的な生産力・競争力を損

なうことのない、ケースに応じた的確な契約条項の適用が必要となる。 

 

(5) 検討の結果 

 

結論として、今後、IoT・CPS 型社会の進化につれて、明確なプログラムを持ち、政府の横断的・

包括的な成果を重視するイノベーティブなリーダーシップの下、政府と IT 企業の協働が見直され、

政府と IT 企業が行政サービスを提供する可能性がある。IoT、CPS では公的部門が、官民の踏み込

んだ協働、新世代の IoT プラットフォーム導入に関するマスタープラン、全般的プロジェクトと特

定のプロジェクトの考案など官民協調型のプログラムにより厳正かつ適切に協働する必要がある。 

 

7.3 英国におけるディジタル戦略の移行事例 

 

2010 年、英国のディジタルチャンピオン Lane-Fox（女性）は、英国政府よりインターネットの

公共サービス改革のための助言を求められた。Fox はシステムを中央集中的に一括して管理する組織

の必要性を提言した。ちなみにイギリス国民保険サービスシステムのプロジェクトでは、2002 年の



プロジェクトスタート時の予算は 4300 億円であった。しかしその後、予算超過、開発展開の不調が

重なり 2011 年にはプロジェクトのキャンセルが決定され、開発経費は総額 1 兆 9000 億円に達した。 

英国のシステム開発プロジェクトの「失敗の本質」に関わる要因として 1 ) システム開発の巨大

化と複雑化に伴うプロジェクトリスクの拡大は、受注業者の参加範囲の限定を招き、プロジェクト

の柔軟性の低下がさらにリスクを増幅した。2) 省庁間で共有するシステムは採用されず、実績のあ

る既製システムの再利用は希で、同種システムの新規の重複開発を招いた。3) 行政組織を横断した

システムの相互運用性は極めて低く、インフラの統合も不十分であり、データセンター数が増大し

その過剰な能力がさらに深刻な問題を引き起こした。4) システムの調達期間が極度に長期化し、巨

額のコスト発生から一般企業は財務負担に耐えられず、大規模なグローバル企業のみの参加になっ

た。5) システム開発が上級の国家行政幹部の注意を惹くことは希で、また任期の問題もあり、シス

テム完成に至るまでの一貫した責任態勢を保ち難かった。 

 英国政府は 2012 年に Government Digital Strategy（初版）を導入した(13)。その結果、各省の幹

部会議は現役のディジタルリーダーを構成員として含み、年間 10 万件以上に及ぶトランザクション

サービスの再設計を行い、そのため経験豊富で高度の技量を有する、特別に権限を強化されたサー

ビスマネジャーを配置して、各省におけるディジタルリーダーシップの確立を図った。各省の組織

内の ITスペシャリストの技量を含め、全省庁の職員独自のディジタル能力を適正な水準に引き上げ、

政府のサービスデザインに関する各省内(インハウス)の要件検討能力の向上を目指した。また政府と

して共通した技術プラットフォームを構築し、次節の政府ディジタルサービスの設計原則を適用、

全業務サーピースの再設計（BPR）をディフォルト・サービス標準に基づき行えるようにした。さ

らに政府からユーザーに提供されるサービスに関する意思決定は、時宜に適った適正な管理情報に

基づき行われる仕組みが構築された。すなわち、内閣担当室が一貫して規定する管理情報の提示を

受け、これに従い各省は、国民に提供するサービスの意思決定を律するとともに、サービス件数当

たりのコスト、ユーザーの満足度、サービス達成率などの、サービスの性能効率の指標を評価し、

サービスの再設計と管理情報に反映する枠組みを構築した。次節で、設計原則と導出される戦略へ

の意味（括弧書き）を検討する。 

 

7.4 政府ディジタルサービスの設計原則   

 

(1) ユーザーニーズからスタートすること 

 

政府が提供するサービスの設計は、ユーザーニーズの識別から開始すべきである。もしユーザー

ニーズが何であるかを知ることが出来ない場合は、正しいシステムの構築が期待出来ない。データ

を解析し、ユーザーの意見を聴取しニーズを探求すべきである。安易な仮説を構築してはならない。

感情移入の必要はあるが、ユーザーが求めるものは、必ずしも彼らが必要とするものばかりではな

い事を忘れてはならない。 

（コスト面を比較し、最大の公共価値を人々にもたらす仕事は何かを見極める必要がある）。 



(2) より少なく 

 

政府がなしうる事のみを行うべきである。そのような仕事を見つけた場合、要求の都度、作り込み

か発生しないよう、それらを共有し再利用可能なものにすること。これは共通プラットフォームを

構築し、登録された利用者に資源を提供し、利用者相互の仕事を結び付けることを意味する。政府

はそれ以上の削減が不可能なコアーとなる中心部のクラウドに力を集中すべきである。 

（今後、接続機能を持つスマート製品が進化するにつれ、人間と機械のインタフェースは製品から

クラウドに移行し、CPS(Cyber Physical System)をさらに深化させる）。 

 

(3) データに基づきデザインする 

 

多くの場合、実在するサービスの利用を観察することにより、現実の物理世界での行動学習が可能

になる。勘や推測に頼るのではなくデータ駆動型の意思決定を行うべきである。その後、ユーザー

との恒常的なやり取りの中で、プロトタイピングとテストを継続する。その結果、データ解析の結

果がシステムに組み込まれ、成果はいつも使用可能で有用で解りやすくかつ必要不可欠の支援ツー

ルになる。 

(行政サービスの公共価値を最大化するためには、十分な費用対効果を持つデータ種別を見極め、デ

ータがシステムの機能・性能の具体的向上にどう寄与し、バリューチェーンの効率向上にどのよう

に役立つのか、また長期的な稼働状況を理解し改善する助けになるのか、データから最大限の効果

を引き出すための収集頻度、保管期間をどれ位にすべきかを把握しなければならない)。 

 

(4)  シンプル（簡単、簡明）化に全力を投入する 

 

サービスの根底にシステムの複雑性が存在している場合に、簡単化したように作るのは易しい。し

かし実際に簡単に使用出来るシステムを作ることは遥かに難しい。これこそ真に行うべきことであ

る。何時もそうなっていると返答してはならない。多くの場合、物事の本質を損なわず簡単化する

ことは最も困難な仕事であるが、最も価値ある仕事でもある。 

（政府と IT 企業の協働は強く求められるが、事業パートナーに頼る組織体はまた、その能力がいず

れ衰えるか、全般的な設計戦略の策定、イノベーションマネジメント、適切なパートナーの選択に

必要な組織の能力を培い維持する能力をも失っていく。伝統的な行政組織体の真の強みである、組

織に透徹した独自のケイパビリティの維持向上は恒久の命題であり、行政組織内部に生きるケイパ

ビリティと外注パートナーの卓越した能力の両者を、思慮深く組み合わせる道を選ぶべきである）。 

 

(5)  反復(改善)を繰り返すこと 

 

最善のサービスを構築する最良の方法は、確実な部分から小さなスタートを行い、広範囲に反復・



改善を重ねることにある。初期段階で実用可能な最小の製品のリリースを行い、実ユーザーのテス

トを重ね、製品サイクルαからサイクルβへ移行する過程で即時的な機能追加を行う。不用になっ

た機能を削除し、改善のフィードバックを継続する。反復・改善はリスクを減少させる。それは極

めて小さな微かな失敗から深く学び、遥かに大きい失敗のリスクを低減させる。実績のある改善の

途上では、もしプロトタイプが稼働しなかったとしても、恐れることなくスクラップにし、再スタ

ートすることが可能である。 

（オペレーションの現場を重視し、高度の専門的知識と経験を尊重し、組織がシステム複雑な内部

イメージを共有して不具合の微かな兆候を見逃さす、実践的テストを行いながら改善し、改善を行

いながら実践的テストを反復する、高信頼性組織のマインドを獲得すべきである）。 

 

(6) 誰もが受け入れ易いように構築する 

 

利用しやすい設計は、よいデザインである。全てを可能な限り包括的で読み取りやすく、また読

まれやすいデザインで構築しなければならない。もし我々が優雅さを犠牲にしなければならない時

は、そうすべきである。政府は広く国家の必要のためにシステムを構築するのであり、特定の人々

のためではない。我々は全国民のために設計し、ウェッブを使用する特定の人のために行うのでは

ない。往々にしてサービスを最も必要とする人は、それを激しく使う人々である。まずデザインの

スタート時点では、そのような人々を想定すべきである。 

(接続機能を持つスマートな製品に象徴される IoT 型社会では、データを活用し、不具合を予測し、

減少させ、修復する能力を背景に「製品性能を制御してサービスを最適化する」かってない機能を

手にすることになる。これにより同時並行的に、様々な人々を対象とする公共価値を創出する事が

出来る。多様な新しい行政モデルが生まれる可能性がある)。 

 

(7) コンテキストを理解すること 

 

我々は、目前の画面ではなく、その背後にいる、それを使用する人々のためにデザインをしている。

人々が行政のサービスを使用する際の、人々のおかれた文脈(環境)を十分に掘り下げ理解しなければ

ならない。例えば、その人は図書館にいるのか、電話中なのか、フェースブックを使い慣れている

のか、ウェブを殆ど使ったことがないのではなどである。 

（スマートなプラットフォームから取得・蓄積したデータが、従来のユーザーのみでなく他者にと

っても価値があることを見落としてはならない。例えば、多数の車両の走行条件や遅延に関するデ

ータは、主要ユーザーの反応を度外視出来ないものの、他の運転者、物流システムの運用者、道路

補修チームにとっても有益であり、また運行状況のデータは、輸送業者やタクシー、保険会社にと

っても、新たな価値を引き出す可能性がある貴重なデータとなる）。 

 

 



(8) ウェブサイトではなく、ディジタルサービスを構築する 

 

サービスは、あることを行う人々を助ける何かである。我々の仕事は行政のニーズを発見し、その

ニーズに合致するサービスを構築することである。もちろん多くの場合、ウェッブサイトにそれが

設定されるが、ウェッブサイト自体を構築することではない。ディジタルの世界は、現実の世界と

接続されており、サービスのあらゆる面にわたって検討を重ね、ユーザーの要求に合うようにサー

ビスを向上させ、真の効果を確実なものにしなければならない。 

（接続機能のあるスマート製品は、既存のサービスのあり方を変えるだけでなく、往々にして行政

の領域を拡げる役割を果たすことが期待される。特徴のあるサービスは、関連するサービス同士を

つないで最適化したシステム、CPS を構成するシステムの複合体に組み込まれ可能性がある。） 

 

(9)  画一性ではなく一貫性を持たせる  

 

あらゆる場所で、可能な限り同一の用語とデザインのパターンを使用すべきである。このことは、

人々が政府の行政サービスに共通の理解を持ち、またそのことが不可能な場合にも、アプローチの

一貫性を保つよう努力すべきである。これは拘束やルールブックではなく、あらゆる場面の環境が

異なることから、我々がそこに仕事のパターンを発見したとき、用語やデザインを共有する必要が

あり、なぜそれを使用するかを話し合わなければならない。しかしそれは、将来より良い業務方法

（BPR）の発見やユーザーニーズが変化したときに、その変化を止めることではない。 

(インテリジェント性と接続性の一貫性の向上により、システムはモニタリング機能によって稼働特

性や履歴を追跡し、実際の使われ方を改善し、制御機能によりシステム性能のカスタマイズさらに

パーソナライズを可能にする。状況モニタリングデータから予防的なシステムの遠隔整備を可能に

し、整備箇所、補用部品、整備方法について大幅にサービスコストを低減させ、サービスの最適化

が可能になる。システムの環境を把握し、自己診断機能を向上させ、危険な環境下での安全性を高

め、遠隔地での運用を可能にするなど高いシステムの自律性が備わる)。 

 

(10)  物事をオープンにして行政サービスを向上する 

 

我々は物事を遂行しているときには、何をやっているか共有する必要がある。同僚と共に、ユー

ザーと、そして全世界と共にすべきである。デザイン、コード、アイデア、意図、そして失敗も共

有すべきである。サービスに注がれる多く人の目は、より良い政府をもたらす。反対意見を見分け、

さらに優れた代替え案が指摘され、レベルが引き上げられる。我々が行うことの多くは、オープン

なソースコードと適正なウェッブ設計コミュニティーにより可能になる。我々は社会に価値を還元

する必要がある。 

（より大きな事業機会を創り出す IT 化の第 3 の波は、システムの機能・性能を段階的に引き上げる

だけでなく、法人や個人が抱える数々のニーズへの対応力を劇的に高めることを期待できる。エネ



ルギー、水、原材料などの希少な天然資源を保護しながら、製品・サービスの効用、効率性、安全

性、信頼性を格段に向上させ、余すところなく活用すべきである）。 

 

7.5 創造的なシステムの構築法による計画駆動型と適応型の均衡 

 

(1) ソフトウェア開発の現状 

 

今日のシステム開発プロジェクトを取り巻く環境は、急激かつ破壊的な社会や市場の変化、変動

する事業機会、サイバー空間を移送する大量のデータと IT脅威のネットワーク衛生学の必要性など、

複雑性と混沌の渦巻く変化に見舞われている。ソフトウェア開発はユーザーとその必要とするサー

ビス、そして行政や市場を正しく把握するプロセスでもあり、想定しないニーズに対処するため、

適応型のイテレーションにより斬新的な小規模リリースを繰り返し、新たな状況に迅速かつ効率的

に対応する必要性がある。その趨勢として低予算でプロトタイプ開発が可能なこと、巨大なソフト

ウェアではなく小規模なソフトウェアで対応すること、またソフトが出来上がった後、ユーザーか

らのニーズにも素早く柔軟に対応できることが求められる(14)。 

 2014 年、英国の GDS（ディジタル設計庁）は、政府ディジタルサービスの設計原則を適用して、

トランザクションサービスで毎年 95 億円の予算削減を達成し、８日間で 88 のアップデートを行っ

た。そのような改革を達成できた背景には、1)14 人の小規模なチームにより、開発の初期段階から

小型のリリースを繰り返し、早期にユーザーから多くの有益なフィードバックを直接得ることが出

来た 2)チームは部門別に構成されているのではなく、ソフトウェア管理、デザイン、ユーザーリサ

ーチ、ウェブオペレーションなど様々な専門分野のスペシャリストによる、自己完結的な多分野連

携の 1 個チームを編成していた 3)各チームは、ソフトウェア構築とリリースに関する全ての責任と

権限が与えられ、現場での柔軟な対応と自由度を高める、今日のビジネススクールで教えられてい

る「ミッションコマンド方式（訓令戦法）」に近い原則の適用を受けていた。その結果、GDS のチー

ムはテストとデータ分析を主体に、ユーザーから連続的なフィードバックを得て改善を行い、小規

模のリリースを頻繁に行うことにより、システムの新たな改善や不具合の修正を複合的に短時日に

行い、高品質のソフトウェアを構築した。また公共価値の創造を第一義とするディジタル技術の活

用は、ソフトウェア・サービスを提供する組織や利用者、場所、利用者の置かれている環境などの

コンテキスト(背景)により、その効果や受け止め方が大きく異なる。特にその成否は、関連する業界

の種類、開発するシステムの性格、開発チームの歴史、メンバーの経験と教育、テクノロジーと方

法論、システムの任務重要度など、次に検討するミッションコマンド方式の歴史的事例と同様に、

行政や企業組織の文化を基盤とするエコシステムに依存している。 

 

 

 

 



(2)  ミッションコマンドの歴史的事例と今日的意義 

 

ミッションコマンド方式(The principle of mission command)は、軍事組織における指揮法の一つ

として、ナポレオン戦争後のドイツ（プロシア）参謀本部によって Auftragstaktik（アウフトラグ

スタクティク：訓令戦法）として確立された。ナポレオンの戦争方式を崩壊に導いた最大の理由は、

効果的な参謀本部を構築しなかったことに起因するとの結論から、有効な参謀本部の必要性を初め

て認識したのはドイツであった。当初、古典的なプロシアの中央集中型の指揮統制方式に基づく計

画駆動型の組織は、ナポレオンの強く動機づけられた分散型指揮による野戦軍の機動作戦によって

決定的に撃破された。機動作戦の本質は、優勢な機動により実際に必要な戦いを最小限に抑え、相

手に集中的な攻撃と奇襲を反復し、その衝撃により相手の行動能力を破砕することにある。但し、

その後のナポレオン戦争の規模の拡大と参加部隊の巨大化、戦域の不確実性の増大は、情報を処理

し、戦略、戦術を検討し作戦を準備する参謀本部を持たないナポレオンの組織において、機動作戦

の鍵ともいえる「学習し、決定し、相手よりも速く行動する」能力の喪失となって現れ、ナポレオ

ンの大陸軍の敗因を招いた。 

1869 年、プロシアの参謀総長モルトケは、ナポレオンの戦法とその戦争から生まれたクラウゼビ

ッツの「戦争論」を深く研究し、クラウゼビッツの戦争の摩擦と霧の理論から、複雑性や不確実性

に適応する組織の特性は、事象及び組織階層間の相互作用から創発する行動パターンの振る舞いに

あり、組織行動から生じる摩擦は、究極的に組織を構成する人間の独立した意思と限られた情報に

起因するという戦略の重要な要件を把握した。モルトケは、戦略を「戦争目的の達成のための戦闘

の使用である」とするクラウゼビッツの定義をさらに推し進め、戦略の深層にある、知識を行動に

変換する知的生命のような力を最大限に重視し、戦略とは「特別な方法を体系付けた、知識以上の

ものであり、それは知識を実社会に応用するものである。不断に変化する状況に適応して、基本的

概念が進化することであり、最も困難な状況下で行う行動の芸術である」と定義した。従って如何

に戦うかを決定するのが戦略であり、実行する術は戦術に属し、戦略は訓令により宣せられ、戦術

は命令によって表明される。最良の計画も戦争の成り行きの予知は出来ず、個々の戦術的決定は現

地で行われるべきであり、作戦計画の専断的な強制を避け、各級指揮官のイニシエーティブを推奨

すべきであるとした。 

研究の結果、モルトケは、鉄道や通信の技術的発展と相俟って、指揮の分権が必要になったこと

に気づいた。野戦軍はさらに巨大となり広域に展開したが、鉄道と通信による輸送手段の発達によ

り迅速な移動が可能となった。そして、近代の戦争の複雑さと戦域の著しい拡大にともない「いか

なる戦争計画といえども、彼我主力の衝突まで有効なのであって、じ後は不確定要素が多く、計画

が変化しないことはない」という結論に到達した(15)。 

同時に伝統的な計画の重要性も極めて重視し「初期の野戦軍の集中段階での過誤は、全作戦期間

を通じて修正することが出来ない」ことを認め、不確実かつ複雑な環境で野戦軍を率いる高級指揮

官に与える教令において １）ひとたび主力の衝突が起これば、各指揮官は一般的ドクトリンに従っ

た独自の判断により行動をせざるを得ない ２）戦闘が開始されたならば、細部にわたる命令を出



すべきではなく、むしろ包括的指針のみが示されるべきである。従って ３）命令（訓令）にはそ

の意図するところが明確に含まれ、発令者の目的を的確に伝え、受令する各指揮官の指揮機構が確

実にその目的を承知することが必須であるとした。そのためクラウゼビッツの「戦争論」を理論教

育の原典とし、知力や判断基準が同等となるように訓練された作戦将校（作戦参謀）による作戦遂

行の支援が必要になることが、モルトケの確信であった。そのエコシステムを確立するため、参謀

本部直轄のベルリンの陸軍大学が設置された。教育の主眼は画一的な思考の教育ではなく、近似し

た状況に直面した場合、全員が Auftragstaktik（アウフトラグスタクティク）を体現して高級指揮

官の意思決定を補佐し、同様に反応するということにおかれた。ドイツの研究者によれば、この概

念は、アメリカ英語で Mission-Type Orders (任務指定命令)、イギリス英語で Directive Control (訓

令統制)と訳されているが、むしろ Mission Command System (任務指向の指揮システム) が実体に

近いとされている(16)。 

今日、IoT 型社会への先導を目指す企業のセグメントで「いかなる作戦計画も、対抗勢力との最初

の遭遇戦以降、変化しないものはない」とする軍事学の経験則から導かれ、ドイツ参謀本部で開発

された指揮法 Auftragstaktik「訓令戦法」をミッション・コマンド方式のソフトウェア開発に導入

した「システムのリーン開発」が提唱されている(3)。すなわち、命令の目的(何のために行うのか)に

厳密な注意を集中し、逆に命令実行の細部(如何に行うのか)は、現場の状況に即した柔軟な解釈を行

い「上からの指令を待つのではなく、共通の目的に照らし、第一線の現場が有する最もフレッシュ

な情報に基づくフィードバックを行い、システムのバリューストリーム全体の最適化に集中する」

計画駆動型と適応型開発の均衡を図るプロジェクト開発の方式が注目されている。 

我が国の IT 創造宣言では、情勢変化を踏まえ、今後５年程度の期間（2020 年まで）に、世界最

高水準の IT 利活用社会の実現と、その成果を国際展開することを目標として取り組み、また東京オ

リンピック・パラリンピック競技大会の機会を積極的に活用することとしている。また今後は、あ

らゆる「もの」がデジタル化・ネットワーク化され、経済社会に係る全ての活動の状況がデータと

して捉えられる IoT 時代の到来が見込まれ、最高水準の IT 利活用社会のユーザーに多量、多様のデ

ータを収集、蓄積して処理する高品質のソフトウェアを迅速に提供するために、大規模で広範囲に

及ぶテストとリリースを高速で行う開発プロセスの形成が喫緊の課題となる。次節では、世界レベ

ルの信頼性、安全性、セキュリティを維持しながら開発、テスト、運用に至る、開発サイクルを高

速で実現するミッションコマンド方式の開発の原則とパターンを検討する。 

 

 

 

 



 

 

 

(3) ミッションコマンドによる計画駆動型と適応型開発の均衡 

 

今日、ソフトウェアの開発環境はますます複雑化の様相を呈している。組織が成長するに従い、

開発運用するシステムも複雑性を増し、新機能を速く市場に提供するためには、品質と開発速度の

トレードオフに賢明かつ合理的な判断が求められる。システムの複雑性から、新たなサービスを提

供する能力が制限されるばかりか壁に遭遇することもある。特に製造業に携わる多くの企業では、

レガシーなプラットフォームの上で基幹システムが運用され、複雑に連携する他のシステムを変更

することなしには、当該基幹システムの変更が困難な内部構造を持っている。このことは、システ

ムを革新的に拡大させようと企図する時に大きな抵抗となる。この組織構造及び開発技術の特性は、

大規模開発の迅速化に重大な障害を生み、システム設計は、システムを設計する組織の情報伝達の

構造をそのまま反映するコンウェーの法則とも相俟って、開発の上流工程における要件定義では、

開発組織のあり方までも含む多種多様な問題を分析し解決する必要がある。 

例えば、全国広域の自治体で SNS 等の民間情報を活用して組織横断的なソリューションを提供す

る System of System の構築では １）膨大な数のレガシーなシステムと統合しなければならず 2) 

全国の平均的なユーザーから見て、誰でも簡単に使えるシステムでなければならない 3) 堅牢（ロ

バスト）なセキュリティが求められ 4) 多くの複雑な法令や条例を遵守し、さらにユーザー価値に

つながらないプロセスを改善する、行政のバリューストリーム全体の最適化に集中する開発体制を

とる必要がある(17)。 



 これまで官公庁で主流を占めていたプロジェクト開発は、ある限られた期間と予算の中で目標を

達成する計画駆動型のウォーターフォール開発モデルであった。すなわち、その本質はコマンド・

アンド・コントロール（指揮統制）という中央集権型の指揮の発想に立った決定論的な開発モデル

である。この方法は、比較的安定した環境又は権限に基づく特定の環境を想定した行政計画の要求

を確実に遂行する、縦割りのサイロ型システムの構築には長けているが、変動の激しい複雑な環境、

刻々と変化する予測不可能な状況では、効果的な対応が必ずしも効かなかった。完全な要件定義を

行い、その後、定義を一挙動で実現する計画駆動型の開発では、システムの大規模化につれ、開発

の早い段階の上流工程で、要件の詳細にわたる全てを決定しなければならない無理が、開発後期の

システム統合におけるビッグバンで、巨大な要求の揺れ動きを発生させ、テストをしては修正とい

う連鎖を生み、負の効果をもたらすことは否めなかった。 

 そのように複雑さのレベルが高く、変化の速い環境に適応し克服する開発モデルとして、中小規

模のソフトウェア開発から生まれたアジャイルとトヨタの製品開発の原則をソフトウェア開発に応

用したリーン開発は、共に適応型開発のモデルとして登場した(18)。適応型モデルは、達成すべき最

終の目標、特にその目的を最も重視し、実現可能性の高い最小限の制約の中でユーザーニーズの核

心となる価値のコンセプトを明らかにし、そのコンセプトを開発プロセス全体でシステムに具体化

してゆき、実践しながら学び、学びながら実践するイテレーションを重視した経験論的な開発モデ

ルである。その本質は自律分散型のミッション・コマンド（訓令戦法）の指揮の発想に立つモデル

として捉えることが出来る。従ってプロジェクトの上層部から細かい指示を下すのでなく、広い視

野に立つ要求を明瞭でわかりやすい指示として伝え、それを受ける作成チームは、「何をどのように

行うのか」詳細な指示に基づく指揮統制型の作成ではなく「なぜ行うのか」任務の目的に基づく主

体的な価値観を根拠に、決められた制約の範囲内で、自らの判断に基づき自由に作成することが可

能となる。その場合、計画の前段階で仕事の詳細を定め、個々のチームに細かく仕事を分割して指

示する代わりに、各イテレーションに適した仕事の大きさと目標を定め、各チームは相互の協力、

反復継続的なシステムの統合とテストにより、求められる水準の目標を達成する。イテレーション

を繰り返す過程で行う組織の継続的な改善は、組織をトランスフォーメーション（変革）に向かわ

せる強力なツールとなる。 

IoT 型社会へのトランスフォーメーションは、必要に応じどのサイロを全体のシステムとつなぐ

か、優先順位をつけた上での適応型開発モデルの導入が求められる。IT 投資全般について考え直し、

サイロ化したシステムを横断するソリューションに投資する場合に、例えば、水道の供給や廃棄物

管理、行政サービス、ビル建物管理、エネルギーシステム管理などシステムの垣根を越えて技術を

横断的につなぎ、効果・効率を最大限に高める必要がある。その場合、IoT 型社会の基本戦略は、サ

イロ化しやすい個別システムの構築から、より高度の柔軟なソリューションを提供できる組織横断

の市場創造型の複合システムの構築にシフトする。孤立したサービスへの投資ではなく、本質的に

異なるサイロ化したシステムを統合し、そこから新たな価値を生む、各セクターを横断する新たな

サービスへの投資に基づく、市場創造型イノベーションによる経済の高度化を招来する。 

それは第 3 世代のプラットフォームの構築と共に、未だ明確に市場が形成されていない新市場の



潜在的な需要を掘り起こす要件を見極め、精鋭チームを投入して社会的な利益と公共の価値をいか

に創造するかにかかっている(19)。 

 一般に数多くのレガシーシステムを含む大規模なサイロ横断的な統合を考える場合、重要な基幹

システムのある部分の全面的書き換えの影響が、関連する各システムに波及しクリティカルな書き

換えになる事が多い。 サイロ化した基幹システムが計画駆動型で作成されている場合、一般に書き

換えは困難であり、新たなシステムに単に古いシステムと同じ動作だけをさせる簡単なものではな

くなり、計画駆動と適応型の開発の均衡が崩れるリスクも増大する。通常、このようなプロジェク

トは、ユーザーのサービス開始まで数か月から年のオーダーを要し、新旧システムの移行日が迫っ

たビッグバンでは、新機能と共に既存の機能も異常なく使えるようにしておくことが求められる。  

大規模システムの潜在的な計画遅延と予算超過という高い開発リスクを回避するためには、新し

い適応型の横断システムをサイロの周りに段階的に作成し期間をかけて成長させ、やがて旧システ

ムと入れ替える、ストラングラーアプリケーション(Strangler Application)として知られるパターン

を用いるミッションコマンドによる開発方式が考えられている。その場合、原則として 1) 少なく

とも最初は、既存のソフトウェアでサービスが提供されていない、短期間で開発可能な最も価値の

高い新機能の提供から始める 2) ビジネス(行政)プロセスの変更をサポートする場合を除き、現行

の機能をそのまま使ってはならない。人々の陥りやすい大きなミスは、現行の機能をそのまま使う

ことであり、数年前に持ち込まれたプロセスの複雑性をそのまま再現することになる。ビジネスプ

ロセスへの機能追加に伴う変更を要求された場合は、最初からプロセスを詳細に検討し、コード化

する前に十分に簡単化しなければならない。その時、そのまま使用している古いソフトウェアに予

期しなかった複雑な危険性を発見することが多い 3) 迅速な初期のリリースを心掛けること、始め

のモジュールを構築するときは、要求が多く困難ではあるが、機能の詰め込みすぎを厳禁すること

が必須となる。   

初期のリリースの成功の指標は、いかに早く行うかであり、大量の機能の搭載ではない。4) 試験

及び実装の容易性を確保した設計にする。また優れたプログラムを開発する先進的な機能アプリケ

ーションを使用すべきであり、テスト駆動型開発、継続的インテグレーション、カプセル化され緩

やかに結合されたモジュール設計など最新技術の導入を心掛けるべきである。 5) 新ソフトウェア

は PaaS 上で動くように構築する。以上の原則を遵守したストラングラー方式が従来の書き換え方式

よりも優れているのは、開発のリスクが大幅に低下する点にある。 ストラングラーは着実に運用の

価値を提供し、頻繁なリリースによって進捗をより注意深く観測することができる。 ストラングラ

ーを使って短期にリリースを行うことが出来れば、書き換えで発生する大量の「不必要な機能」を

作らずに済み、じ後の運用コストの効率的な低下が期待できる。但し、最終的な目標は、技術的変

化が極めて速いエコシステムを想定しておかなければならない。従って新アプリケーションを設計

する際には「今日、新たに作るシステムは、明日のレガシーシステムである」ことを銘記し、予め

ストラングラーアプリケーションを適用しやすいよう設計をしておくことが求められる。以下では、

そのミッションコマンドによる開発方式を検討する。 

 



           ストラングラーアプリケーションの適用 

 

                       Humble, J., Molesky,J. and B., O’Reilly(2015)より作成                

 

(4) ミッションコマンドによる開発 

 

 自律分散型の 10 人程度を 1 単位とする多数のチームにより、システム構築を急激にスケールアッ

プするミッションコマンドによる開発は、本来、ある決定から直接影響を受ける人々がその意思決

定に参加すべきであるとする組織論の補完性の原則を準用して行われる。開発組織の上層は、自ら

効果的に達成することのできない下部レベルの任務を、組織の上層が下層を補完する権限に基づき、

現場の任務として訓令する。ミッションコマンドの究極の目標は、技術的に高度に熟達しかつ緩や

かに結合されたチームの構築にある。個々のチームが自律性を創り出す戦略として、各チームは 1) 

ソフトウェア製品を変更する権限とツールを持ち 2) 内部に設計、試験、段階的な運用を行える人

材を備え、チームは機能横断的な小型の組織で、1～2 名の高練度の T 字型能力のリーダーを中心に、

そのスタッフとしてデーターベース・アドミニストレーター、UX エキスパート、ドメインエキスパ

ート等から編成された構造をとる 3) 予算や調達上の制約を優先するのではなく、チーム自身が自

らの要求に基づく試験用ツールを選定する権限を保持し 4) 試験を行うための予算上の許可を必要

とせず 5) リーダーはミッションコマンドの遂行に集中することが求められる。 

自律的で自己完結的なチームは、チーム間の依存性も少なくまたその緩やかな結合から、急激な

変化に対して柔軟に適応できる。その効果は 1) 環境を素早く学びユーザーサービスを改善させ、



本来の価値をもたらさない仕事に費やす時間を減少させ 2) ユーザーニーズをより深く理解する

ように努め、サイロ型組織では、ユーザーから設計者やエンジニアに対するフードバックは遅く感

度も鈍いのに対し、チーム全体が日々の現場との接触から変化に敏感な貴重な経験を構築する。3) 高

度に任務遂行を動機づけられた人材が創り上げられる。その結果、ミッションコマンドによる仕事

を経験した誰もが、以前の仕事の流儀に戻ることを希望しない 4) プロジェクトの利害得失を計算

することが容易である。機能横断的な構成を備えたこのチームは、全ライフサイクルの期間、一貫

してユーザーサービスを行うので、その活動から偏ることのないプロセスの評価が可能になる。 

ミッションコマンドによる開発は、プロジェクト管理に関するこれまでの基本概念、特にリスク

の管理、コスト、システムレベルの成果について根底から概念の変化をもたらす。 

 

検討結果 

 

伝統的なサイロ化した縦型システムにおける、当該年度に計画された予算を全額執行する計画駆

動型の予算執行プロセスに比べ、サイロを統合した複合システムのさらに上層の目標、組織、財政、

運用、市場、人々を横断するパースペクティブと国家の目的達成に焦点を合わせたストラングラー

戦略に基づく、ミッションコマンドの適応型開発は動的な資源の効果的な再配分を可能にする。 

但し組織の構造と情報の流れがシステムと強くカップリングされた状態では、組織横断の機能を

持たせるために、自律分散型システムの方法に向けて進化させなければならない。実際に機能して

いる中央集権的なサイロ型モデルから、組織横断型の機能を備えたモデルへの移行は重量級の困難

な仕事であり、時間をかけて逐次段階的かつ増分的に進めていかなければならない、なぜならば、

実際に運用中の中央集中型機能を支えているプロセス、特に予算、調達、リスク管理、カバナンス、

リリース管理の変更を伴うからである。システム横断への移行は困難を伴い時間もかかるが、思い

止まってはならない。成功の鍵は、ユーザーが使用するサービスを創出し改善する小さな成功を積

み重ね、その増分を拡大し継続する方法の発見にある。ストラングラーのパターンを適用すること

により、やがて重厚な組織の文化とプロセスにも新時代の適切な影響を及ぼすことが可能になる。 
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