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本研究は、学会員個人の意見に基づきます。



１. 背景
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• ポスト冷戦後の国際社会の進歩の前提が動揺
• 脆弱な国家の空白地帯に武装非国家主体が台頭
• 相反する利害と強国間の覇権戦略競争が再発
• 秩序崩壊の間隙に非国家主体と強国が入り乱れる
• 地球規模の気候変動と大規模自然災害の増大
• グローバルコモンズ(宇宙、サイバー空間、海中海底経
済インフラ、公衆衛生)への甚大な脅威

技術革新、社会的分裂、人口構造の変化か
ら政治的・経済的勢力が根本的に変化。
伝統的脅威と非対称脅威が共存し、互いを
補強する紛争の構造から国際社会の能力を
超えた脅威が出現

嘗てない危険な世界



国際協定や機関の能力を超える脅威の発生

グローバルガバナンスの国際合意が難しい背景には、
１ 国家間の競争が国際社会の効果的対応を阻害
２ 各国の国益上の利害が大きく食い違っている
３ 国際的パワーが多様なアクターに分散している
３つトレンドが重なり合い、ポスト冷戦秩序の解体が進行。

グローバルリスク2014を基に作成



２. 現状と課題
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国際安全保障に影響する7つの要因
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相互関連性が強まる、より複雑な脅威、形のない敵対勢力、
ブラックスワン（予測困難なダイナミックス）の出現

第４の産業革命

強国間の競合
する勢力圏

グローバルリスク2016を基に作成



政治、経済、社会は戦争の性質を規定

戦争の様相は時代特有の
政治と社会の状況に規定
される。他方、戦争は社会
を変化させる

ナポレオン戦争 ２つの世界大戦 中東アフガン戦争 限界を超える戦い

出典資料を基に筆者作成

21世紀は、個々がより強く結びつき、
変化のスピードが増し、予測が困難

IoT、AIを活用した意識の共有と実

行権限の付与により、組織を組み
合わせながら連携する、新たな世界
が実現



ミッションコマンド方式

共通の原則と目標に従い、関
係者は刻々変化する戦争認識
と、同じ戦争を戦っている信念
を共有、訓令の意図を体し、正
しい意思決定を自律的に行う

ミッションコマンドは、軍事組織の指揮法の一つ
として、 ナポレオン戦争後のドイツ参謀本部に
よりAuftragstaktik（アウフトラグスタクティク：
訓令戦法）として確立



ミッションコマンドの源流

ナポレオンの
戦争の方式

機動戦の本質
(機略)

ドイツの中央集中型の指揮統制と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
軍の機動戦(maneuver warfare)により決定的に撃破された

戦略は「戦争目的の達成のた

めの戦闘の使用」

戦争は「政府の政策」「軍事行動」
「人々の熱狂」の3つから構成され
ている。カメレオンのように変化す
る奇妙な三位一体をなしている。

機動により必要な戦いを最小限に抑え、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

戦争は政治おけるとは異なる手段を
以てする政治の継続である

K.v.Clausewitz



戦争に到るプロセス

クラウゼビッツのカメレオン理論： 政府 軍部 人々の熱狂 の三位一体性

戦争発生
の起因

Low

膨大な
損害の
予測

短期戦の
予測

攻撃作戦
の発動

宣戦の

布告
勝利する
可能性

軍拡競争
国民の

支持

攻勢作戦 ： 不可避の戦争を短期間で決着をつける唯一の方法は攻撃

クラウゼビッツの指摘、戦争は「政府の政策」「軍事行動」「国民の熱狂」の3つから構成される

戦争はいつ
勃発するのか

戦争不可
避の確信

M. Howard 2002



ナポレオン大陸軍の作戦規模

②対英 ④対ロシア

①対イタリア

２０万

７０万
１８万

５万

③対スペイン



ナポレオン戦争の崩壊

■ナポレオン戦争の規模・戦域の

拡大と参加部隊の巨大化により

作戦指揮の不確実性が増大

■情報を処理し、戦略・戦術を考
究し、作戦を準備する参謀本部
を持たないナポレオン軍の組織
限界

■機動作戦(機略戦)の鍵となる
「学習し、決定し、相手よりも
速く行動する」能力の喪失が現
れ、ナポレオンの大陸軍の敗因
を招いた



時代に求められる課題と解決法

機動性と柔軟性は

小規模組織の特徴、何故、
規模の拡大につれ、行き詰

まってしまうのか

機動性と柔軟性、

結束力を巨大組織にス
ケールアップする方法



モルトケの結論

戦争の複雑さと戦域拡大に伴い

「いかなる計画も、彼我主力の衝突まで

有効、じ後は不確定要素が多く、計画が

変化しないことはない」との結論に到達

価値を共有し、機動戦を大規模に行う、

権限内の自由な意思決定と、自律的行動

をスケールアップする方法を導入



ドイツ参謀本部ミッションコマンドの構造

戦略は訓令によって宣せられ、戦術は

命令によって表明される

1. 指揮に任ずる将官は、高等司令部の訓令に従い
独立行動を行う。

2. 高級指揮官に求められる能力は、如何なる方法
遂行するかの細部よりも、全体を見通す大局観を
重視する。

3. 発令者が上級なほど、訓令は短く包括的とする。
各級指揮官には権限の範囲内で、決断と行動の
自由を保持させる。

4. 命令は、部下指揮官が発令者の目的を承知し、
部下指揮官が決定できない事項のみ下達する。

H. Moltke



主力の衝突が起これば

▪ 一般的なドクトリンに従い
独自の判断により行動

▪ 戦闘開始後は、細部にわ
たる命令を出すべきでは
なく、包括的指針のみが
示されるべきである

▪ 訓令は、意図が明確に含
まれ、発令者の目的を的
確に伝え、受令者の指揮
機構が確実に目的を承知
することが必須である

研究の結果

▪ 鉄道と通信(IT)の技術的な
発展により、決定権を分散
した指揮が可能

▪ 野戦軍はさらに巨大となり
広域に展開、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

▪ 指揮系統の承認を待たず
現場の状況変化に応じて
意思決定する権限を付与

モルトケの解決法



複雑化する世界で戦う新原則

USPACOM

USPACOM 
Headquarters

Camp Smith, HI

複雑な状況と絶え間ない変化への適応は避けられない課題
１ 計画と予測に基づく要素還元的なマネジメントモデルは
効果を期待できない

２ 最大の難関は、精巧な組織の特質それ自体にある
組織の壁を越える協働のスケールアウトの方法が必要

３ かっては効率性が唯一の指標、「意思決定の分散」と
「意識共有」の発想から生まれる適応能力が必須 TEAM OF TEAMSを

基に作成



第４の経済成長とサイバーリスクの課題

新テクノロジーによりどのような
職業が生まれるかは不透明、
既存職種のAI化

国とステークホルダー間のデータ
交換、データは「21世紀の石油」

サイバーリスクがもたらすシステム
全体への波及効果、重要情報イン
フラの把握と防護

異なる職への移行を容易にする雇用
システム、STEM(科学、工学、数学、
社会的知性）スキルの重要性

ITテクノロジーの

アクセスの優劣
は国内外の所得
格差を拡大

知識労働も知的
アルゴリズムに
よって大きく変革

業務とIT（要件定義）
が抱える構造的課題



３. ゴール
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わが国の一般会計歳出・歳入の状況
出典：日本の財政関係資料

http://www.mof.go.jp/budget/fiscal_condition/related_data/sy014_23.pdf



業務の見直しと要件定義能力の向上

不断の業務の見直し、業務運営の
効率化に資するBPR及び全行政の

リフォームに必要な要件定義能力の
向上は急務であり、IoT・AI型社会を

見据えた政府プロジェクトガイドライン
の的確な執行が求められる。



４．根本原因分析



「業務の見直し」の仮説に答える

政策や業務の狙いを、関係者
間で共有、要件定義につなげ
る。政策・業務目的の展開図

（構造図）を作成 担当者が代わっても業務内容
とノウハウを継承する

業務フローとルール、説明書を
現場の実践と突き合わせる

•業務の可視化により改善事項を発見

•業務課題や問題点を分析、業務フロー、

•運用実績の分析と仮説を現場検証



５．対策



業務の見直し

サービスデザイン
思考を導入

リーンスタート
アップを融合

フルスペックの仕様書や計画書に一度に莫大な時間とコストをかけず、予算の
縮充・コンパクト化を念頭に、実用最小限のシステム（MVP : Minimum Viable 

Product）を構築し、まず国民にサービスを提供し、その反応を見て改良を加え、
じ後、本格的開発に移行する戦略を導入する。

サービス指向アーキテクチャーを導入

実用最小限のシステム（ＭＶＰ）を構築し、高効率
で低コスト実装により情報を収集し、成功事例の
政府全体への展開、本格的開発又は拡大中止
の投資判断を下す。

プロセスとして①「業務を可視化」「業務の改善」が求められる部分を探索し、
プロダクト化の可能性を発見する ②プロダクトを開発しデータをもとにプロ
ダクトを加工・分析・学習する ③分析結果からプロダクトのメリットを活かし
たMVPを構築し、行政価値の向上を実証する。④どのようなサービスを実現
するのか、その部分を測定可能にし、過剰な投資をすることなく、仕様の改
良、見直しにつなげる。結果として、サービスが実際に国民(ユーザ)の課題
を解決し、価値を提供することを早期に実証する。

膨大なIT投資に到る前に、コストを抑え短サイクルでシステムの解決すべき課題と
前提を実証する。組織学習の結果、システムを「構築出来る」ではなく「構築すべき」
を洞察し、成功する事業へと進化させていくアプローチを導入する。



６．効果の確認



(1) 国民が使用し、導入したいと思う（価値がある）

(2) 国民が使い方を理解できる（使用できる)

(3) 国民が必要とする時にリソースを活用し、

必要なサービスを届けられる（業務を遂行できる）

出典：Lean Enterprise(2016)

実用最小限（ＭＶＰ）システムの構築



７．今後の進め方



ガイドライン手引き（第３編第４章－Ｐ4）
（論点案骨子）
業務及び情報システムの状況を4通りに分類
(1) (モード１：ファクトリモード）
既存の業務において新たに情報システムを整備
する場合、既存の情報システムが存在しない 。
(2) 既存の業務及び情報システムを見直し、更改
する場合 本実務手引書の記述の全体を適用する。
（従来の更改を以下の２通りに分割する）
－（モード２：サポートモード）
戦略性・新規性のニーズが緩やか、既存業務の
支援システムの更改。将来も支援モードとするか、
関連業務も含めBPR見直しの対象となる
－（モード３：ターンアラウンドモード）
戦略転換する行政組織が、業務の見直しに強く
期待する。本モードは、投資比率が高く、システム
更改により、業務プロセスと行政サービスの大幅な
見直し、コスト削減、システム効率の向上を行う。
業務見直のケースを実証し、仮説を検証、MVP
の展開・発展を判断する。
(3) （モード４：ストラテジックモード）
新業務の展開に当たり、情報システムを新規に
調達する。既存の業務とシステムが存在しないた
め、トップダウンアプローチにより業務設計を行い、
必要となる情報システムの要件を精査し構築。

・システムをコンポーネントとサービスに分解
・インターフェース（API）を提供し、他のコン
ポーネントとやりとりを整合
・APIのみを通じた疎結合
・機能追加は一つのサービス、一つのコンポー
ネントの変更で済むこと
・コンポーネントは独立に本番環境に実装可能



結 語

要件定義コンサルタント（ベンダー）が業務見直し工程に関与する
場合、公平性を厳正に担保し、ホールドアップ問題に到るリスクを
解消する必要がある。

最善のケース:ベンダーの協力により現行のシステム、既存インフラ
を熟知しているメンバーが精緻な見積もりを公正に算出(推奨)

最悪のケース :要件定義ベンダーが契約相手方をあらかじめ想定し、
公平性が担保されない仕様書を契約担当官にまわし、物品管理官が、
じ後的な整理を行うような取扱い(厳正に処分)

厳正な会計規律の遵守

官民連携のあり方の検討

予算管理とベンダマネジメントを行う組織としてVMO､NIAの検討
－ＩＴ予算(運用経費削減）案の作成推進
－新規及び重要事項についてのIT予算の精査
－関係の協議が整わない場合の的確な調整
－ベンダによる関連資料の収集と調査


