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あ ら ま し

近年，脱汎用機・オープン化を契機に全国各地で大規模基幹システムが再構築されて

いる。税システム，人事給与システムなどの再構築稼働事例も出てきているが，当初の

事業目標に対して成功裏に終えることができた事例は少ない。

本稿では，都道府県や政令市など組織規模の大きな自治体における基幹システム再構

築ならではの課題を考察するとともに，実際の開発運用現場における取組み結果を紹介

する。そして，大規模基幹システム再構築手法の選択肢として，モダナイゼーションの

取組みの考え方をQCD（Quality，Cost，Delivery）確保・事業継続の観点から提言する。

Abstract

With “evolution away from mainframes and replacement with open systems” as 
motivation, large-scale and mission-critical systems have recently been undergoing 
reconstruction in various parts of Japan.  While examples are beginning to appear 
of reconstruction and operation of tax, personnel compensation and other systems, 
not many examples have been brought to successful completion with respect to the 
original project goals.  This paper discusses issues peculiar to mission-critical system 
reconstruction in local governments that are large in terms of the scale of organization 
such as prefectures and ordinance-designated cities and presents the results of 
activities in the actual site of development and operation.  In addition, it proposes the 
concept of modernization activities as an option of a large-scale and mission-critical 
system reconstruction method from the perspective of ensuring quality, cost and 
delivery (QCD) and business continuity.
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の現場から課題を考察し，主な再構築手法を比較
する。そのうちのモダナイゼーション型の手法に
対する富士通の取組みを紹介する。

基幹システムの成り立ち

本章では，都道府県が主管する税システムを例
にして基幹システムの成り立ちを考察する。図-1
に示すように税システムは，1970年代頃からの自
動車税業務（パンチ・計算・納入通知書印刷など）
の受託計算センター活用やオフコンの自治体への
導入に始まり，1980年代の汎用機導入・他税目の
システム化・オンライン化・日本語化へと広がり
を見せてきた。1990年代には，ネットワーク技術
の革新・オンライン技術の普及を受けて，収納・
滞納業務を含む税業務全体の総合システム化が図
られた。2000年以降は，オープン技術・インター
ネットの普及に伴い，国税連携機能やコンビニ支
払・クレジットカード決済・インターネット決済
など，更なるサービス拡充が図られてきた。そし
て，県税事務所の統廃合・証明書自動発行機の導入・
アウトソーシングの活用など様々なBPR（Business 
Process Re-engineering）施策が実施された。一
方で，「2003年度：外形標準課税」「2008年度：地
方法人特別税導入」などに代表される地方税法改
正や，「グリーン促進税」など自治体独自税の導
入に追従するべく，大規模な機能改修を重ねてき
た。このように概ね10年単位で黎明期→普及期→
発展期→成熟期の4段階を経て，業務要件・運用要
件の成熟度を高めながら現在のシステム形態を形
作ってきた。時代の変遷とともにシステム規模は
肥大化し，平均的な県レベルのプログラム規模で
5000本以上・3～4Mステップに拡大している。こ

基幹システムの成り立ち

ま　え　が　き

自治体の基幹システムは，古くは1970年代から
の受託計算の活用やオフコン導入に始まり，現在
では，「住民情報」「介護・福祉」「税」「財務」「人
事・給与・庶務」に代表される様々な行政事務領
域に浸透し，行政運営の成熟したICT基盤として広
く導入されている。長年にわたる利用の歴史の中
で，複数回の再構築を経てICT利用範囲の拡大・機
能拡充が図られた結果，大規模かつ複雑化しなが
ら成熟段階に入っている。
自治体の基幹システム再構築においては，様々
な課題がある。例えば，一人1台パソコン普及に伴
うEUC（End User Computing）技術の活用範囲
拡大，ネットワークの普及やインターネット技術
を活用した業務活用・運用効率化に加えて，番号
制度など新たな制度改正に対応するための対策な
どが挙げられる。基幹システムが日々の業務を進
めていく上で，必要不可欠な存在となっている反
面，ICTコスト削減が行政経営上の重要課題となっ
ている。
再構築事業においては，システム化範囲の拡充
とコストダウンという相反するニーズを両立させ
るとともに，従前から実現していた業務を継承し
つつ，再構築事業目的に見合う新システムへの刷
新が求められる。同時に，業務を停滞させること
なく，安心・安全・確実に再構築後のシステムを
稼働させることが求められている。しかし，各地
で大規模な基幹システムの再構築が取り組まれて
いるが，QCD（Quality，Cost，Delivery）の全て
を充足して稼働した事例は少ない。
本稿では，自治体の大規模基幹システム再構築

ま　え　が　き

1980～ 1990～ 2000～ 2010～1970～

黎明期 普及期 発展期 成熟期

自動車税の
システム化
（バッチ処理）

総合税システム化
（税目拡充＋オンライン化）

納税者サービス拡充・コスト削減・
アウトソーシング

（大幅機能強化＋滞納機能）

クラウド化オープン技術導入汎用機自己導入受託計算･オフコン

図-1　税システムの変遷
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を進めてしまうことがある。その結果，期待どお
りの成果が上げられず，必然的に現行システムか
らの大幅なレベルダウン・工期延伸・契約解除な
どの失敗が発生する。
このような失敗を未然に防ぐために，大規模な
基幹システムの再構築においては，事業の企画・
計画段階から対象の業務領域に対し，どこまでシ
ステム化されているのか正確に把握することが必
要である。また，同時に再構築事業の目的に照ら
し，現状と何を変えるのかを明確にすることが求
められる。その理由は，これらの情報が再構築後
のシステムの姿や要件・仕様・開発期間・体制な
どの妥当性を決定づけるベースラインとなるから
である。
また，自治体・民間を問わず，再構築事業の企画・
計画フェーズにおいて，発注者側と受注者側の「認
識のズレ」を解消させないまま事業を進行すれば，
失敗を招くおそれがある。図-2に示すような顕在
化リスク例も企画・計画段階において想定できる
範囲内であり，再構築開始前までに対応計画を立
てておくことが発注者である自治体側のリスク対
策と言える。
自治体にとって再構築事業の失敗は，事業目標
を達成できないばかりか業務の停滞を招き，住民・
利用者を巻き込んだトラブルに発展し兼ねない重
大リスクである。システムの規模が大きいほど，
要件定義の漏れ・見落としや分析不足の影響が大

のことは，対象業務領域に対する高い「業務要件
の充足度」の裏返しであると言える。
同じ地方税のシステムでありながら自治体ごと
のシステム化の成り立ちの違い，組織形態・業務
分掌・制度運用の変遷により，システム化範囲・
業務要件やシステム運用形態は，独自の発展を見
せている。そして，再構築時においては，自治体
ごとの要件の独自性・多様性の要因となっている。
これは税業務に限らず，時間軸や業務態様に違い
はあるものの，住民情報・人事給与・財務システ
ムなど，ほかの基幹システムに共通した変遷である。
以上のことから稼働中の基幹システムは，過去
のシステム構築事業や運用に携わってきた自治体
職員やITエンジニアなどの先人達のノウハウが集
約された巨大なIT資産であり，個々の組織の日々
の業務遂行に最適化されたシステムであると言え
る。既に成熟した基幹業務の再構築においては，
現行を踏襲するニーズが高くなるのは必然であり，
正しくその姿を把握することは再構築事業成功へ
の近道であると考えている。

大規模基幹システムの再構築現場の実情

昨今の再構築の現場においては，稼働中のシス
テムの実態を正しく把握できないまま再構築事業
に着手した結果，様々な問題が露呈している。例
えば，再構築後のシステムに求める要件が曖昧な
ために施工したITベンダーが要件を誤認して開発

大規模基幹システムの再構築現場の実情

＜顕在化したリスクの例＞ ＜顕在化の直接原因＞ ＜根本原因＞

現行システムと新シス
テムで結果が一致しな
い

「運用の自動化が不十
分」「機能不足」を人
手でカバー

テスト・運用段階にな
り，利用者から「使え
ない」とのクレーム

期待どおりにコスト
（TCO）が下がらない

上流設計実施の結果，
要求要件を満たせない
ことが顕在化

データ移行不備，試
験・検証不足

運用条件，非機能
要件提示漏れ

現行機能分析漏れ，
現状認識不足

非機能要件・制約
条件の提示不足

要求提示内容が表
面的で受注者に伝
わっていない

暗黙知となっている「要
件」が「仕様」として
顕在化した

機能仕様は「要件」に
合致したが運用仕様に
は合わない

現行システムからのレ
ベルダウン

コストダウンおよび省
力化の仕組みが構築さ
れていない

基本計画時点の要求が
粗く，受注者が要件誤
認していた

図-2　顕在化リスクと原因
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きくなる。このため発注者である自治体側には，
より丁寧な要件の提示と事業目的に沿った再構築
手法の選択が求められる。

再構築手法の選択肢

本章では，主要な再構築手法を比較しながら，
その選択方法について述べる。
● 再構築手法の選択肢
大規模基幹システムの再構築方法論には，主に

「新規構築」「パッケージ・素材適用」「マイグレー
ション」などの選択肢がある。表-1で示すように，
各手法にメリット・デメリットがあるため，最適
な再構築方法は個々の自治体の事情により異なる。
それぞれに開発特性があり，一長一短があること
が分かる。
表-1に示すような，各再構築手法のメリット・
デメリットを配慮しないまま大規模基幹システム
に一律の手法を適用することは，リスクを一層増
幅する原因と成り得る。いずれの再構築手法を選
択しても，新システム切替えに伴うリスクは存在
している。再構築手法の選択においては，実現し
たいことと個々の手法に存在するリスクを踏まえ
た選択が必要である。再構築手法の選択において

再構築手法の選択肢

は，システム全体を俯瞰し，事業全体の目標や様々
な制約事項と照らし合わせながら，従来からの変
更要求の強い分野に対しては，新規構築やパッケー
ジ・素材を適用し，変更要求が少ない分野にはマ
イグレーションを適用するといった複数の再構築
手法を使い分けることが有効な対策である。
● 主要な3種の開発手法の特性
（1）新規構築
新規構築は，要件充足度に対する自由度が高い
反面，「高コスト」「十分な開発期間が必要」「要件
提示や検証・移行にかかる発注者の負荷」がデメ
リットである。新規構築であるため，システム品
質確保の難易度はほかの開発手法に比べて高くな
る。採用に当たっては，デメリットに配慮した予算・
期間・体制をバランス良く整備すればよい。
（2）パッケージ・素材適用
パッケージ・素材適用は，ほかの開発手法に比
べて業務機能を短期間・安価に導入できることが
魅力である。また，統一感のある操作性・デザイ
ン性，ベンダーサポートなど個別開発のシステム
にはない優位性がある。多数の自治体で導入実績
のあるパッケージ・素材であれば一定レベル以上
の要件が満たされている。パッケージ・素材に合

表-1　再構築手法の特徴と選択肢

再構築手法

品
　
　
　
質

コ
　
ス
　
ト

期
　
　
　
間

業
務
継
続
性

要
件
充
足
度

発
注
者
負
荷

特徴

新規構築 × △ △ △ ◎ ×

【メリット】
・費用・コスト未考慮の場合，全ての要件を盛り込むことが可能。
→抜本的な改善を行う場合に向いている。

【デメリット】
・コスト・期間・発注者負担が相対的に大きい。
（業務要件の詳細提示の必要性，安定稼働までの負荷）

パッケージ・
素材適用 ◎ ○ ○ △ △ △

【メリット】
・素材と現行業務のFIT率（充足率・適合率）が高い場合，導入効果大。
→上流工程での見極めの重要性。

【デメリット】
・適用素材と現行業務のFIT率に左右される。
→コスト・期間・発注者負担が大きく増減する。
（業務要件の詳細提示の必要性，素材仕様を受容する必要性）
→カスタマイズ増・発注者負担増。

マイグレーション ◎ ◎ ◎ ◎ △ ◎

【メリット】
・コスト・期間・発注者負担が相対的に小さい。
→移行リスク低。利用者負担低。安定稼働早い。

【デメリット】
・現状の課題が解消されにくいため，業務改善効果が小さい。
（ストレートコンバージョンの場合）

※上記評価はFIT率が高く，個別カスタマイズが少ない場合を想定
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わせて，現状の業務プロセス・運用プロセスを組
み替えれば最も高い導入効果が期待できる。
しかし，大規模な基幹システム全体に対して現
行踏襲要件を完全に充足できるパッケージ・流用
素材は世の中に存在しない。導入したもののパッ
ケージ・素材を業務運用に合わせられず，原型を
とどめないほどのカスタマイズを施すことになる。
その結果，個別アプリケーション化してしまい，
かえって品質問題・コスト増・業務量の増加など
パッケージ・素材の導入効果が得られない例が見
受けられる。
パッケージ・素材選定においては，他自治体な
どへの導入実績を評価するだけでは不十分である。
新システムに求める変更要求に対する充足度評価
とともに，潜在する現行業務要件を充足している
か？パッケージ・素材が要求する変更点に対して
どれくらい受容できるか？といったことを適性に
評価する必要がある。
（3）マイグレーション
マイグレーションの適用においては，単純にプ
ログラム資産の非互換部分を変換するだけでは不
十分である。運用性改善・最新ICTの利活用を図
るために処理方式の変換などを実施することによ
り，最小限のコスト・期間でTCO（Total Cost of 
Ownership）の削減に期待される効果が得られる。
ただしマイグレーションには，潜在不備や運用上
の課題，保守性の課題などが解消できない弱点も
ある。安易な適用では，期待どおりの業務改善に
つながらないことも認識しておきたい。
● 第4の選択肢「モダナイゼーション型開発手
法」（表-2）
マイグレーションは，ストレートコンバージョ

ンと捉えられる傾向が見受けられる。しかし，処
理高速化・電子帳票化・オンライン処理のWeb化・
公開用データベースの増設・仮想化技術の導入な
ど一手間加えるプラスαで，潜在課題の解消・資
産寿命の長期延命・ペーパーレス運用・アウトソー
シング範囲の拡大などによる業務機能の高度化・
運用効率化を両立できる。現行踏襲要件が強く，
成熟した大規模基幹システムの再構築においては，
本開発手法が最も安全な再構築手法と言える。最
近では，モダナイゼーション・ITリフォームなど
の用語で称され，自治体側の資産である現行プロ
グラム資産を再利用する「再構築手法の選択肢」
の一つとして評価が見直されている。

富士通のモダナイゼーション型再構築の取組み

前述したとおり，大規模基幹システムの再構築
において，複数の再構築手法を使い分けることは
重要である。ここでは，特にマイグレーションプ
ラスα，すなわちモダナイゼーションに対する富
士通の開発現場における取組みを紹介する。
● 超上流工程の進め方
超上流工程（システム化計画・要件定義）にお
いては，現行システムの姿を正しく捉え，再構築
事業を通じて何を実現したいのかを定義すること
が必要である。現行システムと再構築後のシステ
ムの差である変更要求を明確にすることが，超上
流工程の活動の要となる。
特に現行踏襲要求が強い場合は，現行システム
の姿に対し，事業目標に照らしながら実現したい
こと・変わらないことを定義することが求められ
る。このため超上流段階から現行システムの姿を
捉えるための仕組みを設けておくことが不可欠で

富士通のモダナイゼーション型再構築の取組み

表-2　モダナイゼーション型手法の特性

再構築手法

品
　
　
　
質

コ
　
ス
　
ト

期
　
　
　
間

業
務
継
続
性

要
件
充
足
度

発
注
者
負
荷

特徴

モダナイゼーション
型再構築 ○ ○ ◎ ◎ ◎ ◎

①新規開発・パッケージ/素材適用型に比べて，初期費用，期間，発注
者負荷ともに少なく済む。移行性が高いため，業務継続性は高い。
②各再構築手法のデメリットを補う対策を実施することにより，要件
充足度への優位性・業務改善の実現への期待を両立できる。
③現行業務要件からの変更点の量が大きな場合には，相応の費用・期
間・品質確保策が必要。
④現行踏襲要求が強く，変更点が限定的＝「再構築における機能変更要
件が少ない」場合は，最も効果的な開発手法であると言える。
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ある。現行システムの姿を捉えている状態とは，
システムの仕様を業務ルールや運用ポリシーなど
の設計思想レベルで理解し，画面数・帳票数・ステッ
プ数などの規模情報，設計情報の保全状態を正し
く把握できている状態を指す。
モダナイゼーション型再構築手法における超上
流工程では，現行システムの姿に対して，変更要
件に特化して要件定義をすればよい。そのため，
現行踏襲色が強ければ強いほど要件定義・後続す
る設計工程双方の負担軽減が図れる。表-3に示す
「設計の難しさ」が存在していることを踏まえて進
めることが最大のリスク対策であると言える。
● 上流工程（設計）の進め方
設計工程においては，いずれの再構築手法を選
択しても，再構築の条件として前工程から引き継
いだ「実現したいこと・変わらないこと」という
再構築要件を正確に捉え，「変えたいこと・変わら
ないこと・変わること」という設計事項を網羅的
に定義することが必要である。デザイン・レイア
ウトなどの見栄え上の設計だけではなく，運用実
態・移行に対する制約事項・インフラ・ファシリティ
要件などの非機能要件に基づいて具体的に設計仕
様に落とし込む必要がある。
また，運用条件・動作形態などの変更に伴う非
互換・採用技術方式の変更要求・システム資産の
スリム化などの各要件に対し，具体的な方法論を
定め，技術検証作業を通じて裏付けを取ることも
忘れてはならない。
モダナイゼーション型再構築手法における設計
とは，現行システムと再構築後のシステムの差で
ある変更点に対して，現仕様への変更箇所を特定
した上で，実現したい個別の要求である業務追加・

機能改善事項を具体的な設計内容に変換する行為
である。変更点に特化した設計を行っても，潜在
する機能仕様をほぼ引き継げるため，設計期間の
短縮が可能である。
稼働から長い年月が経過した基幹システムには，
設計情報の陳腐化に起因したリスクが存在してい
る。これらは，プログラム資産の可視化技術の導
入・仕様書の最新化により，ある程度カバーできる。
しかし，設計情報の完全復元には限界があること
を認識し，表-4のようなリスク対策が必要である。
設計工程では，事業を調達する自治体側も受託
したベンダー側も「要件や仕様を定義しきれない」
「充足度の評価が難しい」といった「漏れ仕様」が
潜在することを前提に後続する開発計画の立案が
必要である。設計段階で漏れ仕様を減らす努力と
は別に後続工程で漏れ仕様を拾い上げる仕組みを
早い段階で導入する必要がある。
モダナイゼーション型再構築を選択することで
設計段階における漏れ仕様を減らすことができる。
これが現行踏襲要求の強い大規模基幹システムの
再構築において本手法を推奨する第一の理由で
ある。
● 中流・下流工程の進め方（開発～試験）
中流・下流工程は上流工程から引き継いだ変更
点に基づく設計仕様を実際のプログラム資産とし
て開発・試験を実施するフェーズである。再構築
事業における実際のプログラム製造では，現行シ
ステムの挙動や出力結果を参照・比較しながら，
漏れ仕様に対する検証，および追加設計作業・反
映する取組みが必要である。
また，モダナイゼーション型再構築の開発プロ
セス全体に対する漏れ仕様に備えた取組みを実施

表-3　モダナイゼーション設計の難しさ
基幹システム
設計の難しさ 難しい理由

仕様を掌握すること
・現行システムと同じという要件が，要求仕様として具体的でない。
・現行システムの設計書が正確性を欠いている。
・現行システムの設計思想・母体仕様の分かる要員が限られている。

スコープを確定させ
ること

・現行踏襲の解釈が明確でない。（定義が曖昧）
・非機能要件（性能・信頼性・運用性・拡張性・保守性など）が曖昧である。
・想定外の非互換に対する見通しが立てられない。

求められる設計品質
を達成すること

・安定した現行システムと同様の品質が必要。
・正確・確実な移行を求められる。
・現行踏襲要件にかかる設計品質担保が現行システムの有識者頼みになる。
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することに加えて，開発・テストを実施して初め
て気づく問題点の「未知の非互換」のリスクに備
える必要がある。具体的には，設計段階で存在が
把握されていない「隠れ資産」の検出や運用形態
やプラットフォームの違いにより，「性能要件が満
たせない」「従前機能よりも操作性が劣化する」「現
行システムと再構築後システムの処理結果が一致
しない」などが挙げられる。
漏れ仕様・未知の非互換を拾えるのは，中流か
ら下流工程であり，早い段階で検出する取組みが
求められる。具体的には開発工程に対して，イテ
レーション型開発手法を導入することにより，現
行システムとの比較検証・実際の利用者レビュー
を通じて作業品質を向上する活動を開発段階から
組み入れることが挙げられる。ベースとなる現行
システム資産を活用し，早期かつ変更箇所に重点
を置いたレビューにより開発作業の効率化が期待
できる。
漏れ仕様・未知の非互換を早期に検出すること
は，中・下流工程以降の手戻り量を最小限に抑え
ることにつながる。検知された漏れ仕様・未知の
非互換への対策を後続作業に展開することにより，
次工程での問題の一斉発覚や大量の手戻り防止が
可能となり，発注者・受注者双方のリスク軽減・
負荷軽減の有効策と言える。ただし，イテレーショ
ン型再構築手法の導入に当たっては，実施単位，
導入範囲，実施サイクル，および上述の漏れ仕様・
未知の非互換の検知時の取扱いなどの実施要綱を
見極める必要がある。なぜなら，レビュー段階に
上流工程で取り決めた要件・仕様の範囲を逸脱し

た変更要求が多発したり，検証対象機能を動作さ
せるための動作環境・データ整備に労力を要し，
想定工期内に作業全体を収められなくなったりす
るおそれがあるからである。
また，現行システムおよび再構築後システムの
双方に同じデータを投入し，同じ結果を得られる
かを評価する「現新同値性検証」を行うことにより，
再構築後システムの品質向上や移行作業の品質向
上が期待できる。ただし，この検証の実施に当たっ
ては，上流工程段階から，比較検証ポイントや比
較方法の妥当性・実施時期を見極め，検証計画を
立て，中流工程以降の進行に合わせて段階的に実
施範囲を拡大させる必要がある。
なぜなら，現行システムと再構築後システムに
おいて，両者の仕様の乖離・採用技術・開発言語
仕様・文字コード仕様の差異が大きい場合，照合
に要する準備に手間がかかる（単純な結果参照で
は照合できない）ことが挙げられる。また，下流
工程に行けば行くほど，同値性証明の難易度が上
がることや，異常解決に対する時間と稼働までの
残り時間との闘いとなり，工程完了基準・稼働判
定基準を満たせなくなるおそれがあるからである。
反面，現行踏襲要件が強い再構築事業に，現新同
値性検証の手法を用いた場合は，現行システムが
確かな比較対象として活用でき，その効果として
は，漏れ仕様・未知の非互換の調査・検証負担の
軽減が期待できる。
モダナイゼーション型再構築を選択すること
は，漏れ仕様・未知の非互換による中流工程（開
発・試験）以降における手戻り・発注者・受注者

表-4　モダナイゼーション設計上の留意点
設計事項 設計段階におけるリスク対策事項

機能要件

・現行システムと同じという要件であっても，具体的な機能要件・要求水準を明示する。
・変更点に対する要件・要求水準は，現行仕様と対比して明示する。
・現行システムの設計書を最新化するフェーズを設ける。
・机上作業の設計情報の最新化には限界があることを前提に後続工程での品質強化策を立案する。

非機能要件
・非機能要件（性能・信頼性・運用性・拡張性・保守性など）に具体的な要求水準を明示する。
・非機能要件に基づく，インフラ・ファシリティ要件を明示する。
・机上での非機能要件の検証には限界があるため，後続工程での実現性検証を適宜実施する。

資産再利用要件
・機能要件・非機能要件に基づき，現行システム資産の再利用範囲・方法を確定する。 
正確・確実な移行を求められる。
・採用予定技術に対し，再利用対象の資産の適合性を事前に検証を行い，技術リスクを潰しておく。

移行要件
・移行対象・移行方法の特定を早期に実施する。
・移行結果を担保する仕組みを立案する。
・移行計画（日程，方法，範囲，検証手順，制約事項）を確定し，段階的に移行リハーサルを実施する。
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の作業負担を軽減する取組みとして有効である
（図-3）。これが現行踏襲要求の強い大規模基幹シ
ステムの再構築において，本手法を推奨する第二
の理由である。

む　　す　　び

自治体における基幹システムの再構築では，シ
ステム規模の大小に関わらず，日々の事業・業務，
更には行政事務・事業全体の停滞に十分に配慮し
て移行し，再構築後も利用者に対して安心して業
務利用できるICT環境を提供する「業務継続性」が
重要である。業務継続性とは現行システムから再
構築後のシステムへの移行に際し，業務遂行を混
乱させることなく円滑に切り替えることである。
そのためには，現行システムの機能や運用方法に
対する要件を正しく踏襲しつつ，蓄積されたデー
タを正確に移行し，新たな業務遂行に向けて，運
用体制を計画的に整えていくことが重要である。
本稿では，複数存在する開発手法の選択方法に
対するリスク対策や，各開発手法が持つ特性を踏

む　　す　　び

まえて複数の再構築手法を組み合わせ，再構築を
推進することを提言した。マイグレーション型再
構築手法の延長線上にあるモダナイゼーションに
おいては，QCDの観点より他開発手法を選択した
場合に比べて，業務継続性の担保に優位性があり，
評価が見直されてきていることを論じた。
公共事業の側面から見た場合，競争性・公平性
の観点より，モダナイゼーション型再構築手法に
も課題はある。例えば，潜在不具合に対する対策
や著作権・知的財産権の扱いや保守ベンダー交替
に伴う権利関係の課題や，現行システムに対する
スキル保有者の確保などが挙げられる。しかし，
それらを差し引いて考えても業務継続性の担保に
資する効果が非常に高い。
今後，各地で起こる大規模基幹システムの再構
築の成功事例の中に，モダナイゼーション型再構
築事例が増えていくことが予想される。富士通も
実際の開発現場における実績を積み重ね，再構築
手法の選択肢としてのモダナイゼーション型再構
築手法の有効性を確立していく。
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図-3　モダナイゼーション型再構築の開発プロセス
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