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あ ら ま し

近年，政府機関や自治体においては，国民のニーズの多様化や社会環境変化に迅速

に対応できる制度・政策の実現に向けた業務プロセス改革が求められている。米国政

府などでは，経営のマネジメントツールであるビジネスプロセス管理（BPM：Business 
Process Management）の導入により，行政の俊敏性や行政サービスの向上を図るととも
に，政府内の属人性の排除などにも効果を上げている。

本稿では，2013年度に富士通総研が某研究機関と共同で実施したBPM/BPMN
（Business Process Modeling Notation）に関する実証研究の成果や，業務・システム最適
化コンサルティングで培った知見などに基づき，BPM/BPMNの導入による政府機関や自
治体における業務プロセス改革の実現性について述べる。また，政府情報システム調達

プロセスの適正化に向けた標準記述様式の見直しなどの課題について考察する。

Abstract

Recently, a need has arisen among government organizations and local governments 
for business process reform to realize systems and policies that can quickly respond to 
the diversification of needs of the people and changes in the social environment.  The 
U.S. Government introduced business process management (BPM), an administrative 
management tool, to improve the agility of administration and administrative services, 
and this has also proved effective in eliminating personal dependency.  This paper 
describes the feasibility of business process reform in governmental organizations 
and local governments by introducing BPM/Business Process Modeling Notation 
(BPMN) based on the results of empirical research on BPM/BPMN conducted by 
Fujitsu Research Institute jointly with a certain research institution in FY2013 and 
the knowledge acquired through business process and system optimization consulting.  
Furthermore, it discusses issues such as the revision of the standard description forms 
for streamlining the government information system’s procurement process.
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へ行政職員（以下，職員）を十分に巻き込めてい
ない点が挙げられる。現在，業務プロセス改革の
検討は，ガイドラインに基づいて行われている。
ガイドラインでは，EAに基づき，業務・システム
を四つの構造（アーキテクチャー）に分割し，そ
れぞれを可視化するためのドキュメント（標準記
述様式）を現行体系および将来体系として作成す
る（図-1）。このうち，業務プロセスを可視化す
る記述様式は，業務流れ図（WFA：Work Flow 
Architecture）が推奨されている。WFAでは，業
務の流れに加えて，データフローとシステムフロー
を同一紙面上に描くため，ICTに詳しくない行政職
員には作成しにくい表記法になっている。そのた
め，WFAの作成を業者に委託するケースが散見さ
れる。
二つ目の課題として，標準記述様式の作成・活
用のタイミングが不適切である点が挙げられる。
ガイドラインでは，最適化計画策定（要求定義）
の段階で標準記述様式を全て作成することが推奨
されている（図-1）。これにより，ドキュメント作

ま　え　が　き

近年，社会ニーズの多様化やビジネスサイクルの
短期化といった社会環境変化への対応が迫られて
いる中，業務プロセス改革を省いた経営・事業運
営は困難となっている。社会環境変化への迅速な
対応を実現するために，これまで様々なマネジメ
ントツールが開発されてきた。そして現在，業務
プロセスを中核として経営を行うビジネスプロセ
ス管理（BPM：Business Process Management），
およびBPMを実現するための標準的な表記法であ
るBPMN（Business Process Modeling Notation）
に注目が集まっている。
政府機関や自治体においても，国民ニーズの多
様化，社会環境変化に迅速に対応するため，業務
プロセス改革の実現が求められている。政府は，
2003年に米国連邦政府のエンタープライズアーキ
テクチャ（EA）の概念を導入した「業務・システ
ム最適化指針（ガイドライン）」（1）（以下，ガイド
ライン）を策定し，電子政府が目指す国民の利便
性向上と行政運営の効率化などに取り組んできた。
これまでの業務・システム最適化の取組みは，シ
ステム関連経費の節減に一定の成果を上げてきた。
しかし，国民の利便性向上については，利用者視
点に立った業務プロセス改革の加速化が必要であ
り，より一層の成果が求められている。（2）一方，米
国政府などでは，BPM/BPMNを活用した業務プロ
セス改革を行い，行政の俊敏性やサービスの向上
を図るとともに，属人性の排除などにも効果を上
げている。（3）

本稿では，富士通総研が2013年度に某研究機関
と共同で実施したBPM/BPMNに関する実証研究の
成果や，中央省庁および独立行政法人，大学の事
務業務における業務・システム最適化コンサルティ
ングで培った知見などに基づき，BPM/BPMNの導
入による政府機関や自治体における業務プロセス
改革の実現性について述べる。また，政府情報シ
ステム調達プロセスの適正化に向けた標準記述様
式の見直しなどの課題について考察する。

政府情報システム調達の課題

政府情報システム調達における業務プロセス改
革の課題として，まず一つ目は，業務改革の検討
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政府情報システム調達の課題

図-1　ガイドラインにおける調達プロセスと標準記述
様式の位置づけ
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（2） レベル2
イレギュラーな業務の流れも含めて業務を詳細
化し，シミュレーションなどによる定量的な分析
を行う（分析モデル）。
（3） レベル3
上記レベル2に加え，プロセスデータや外部シス
テムとの連携を考慮し，プロトタイピングや実装
を行う（実行可能モデル）。
本稿では，上記のレベル1とレベル2に着目し，
政府情報システム調達において，職員が自ら業務
プロセスを可視化し，主体的に業務プロセス改
革を実施するために有用な手法について考察す
る。業務プロセスモデリング手法として，ガイド
ラインで推奨されているWFAとBPMNを比較した
（表-1）。

WFAは，業務の流れに加えて，データフローと
システムフローを同一紙面上に描くため，ベンダー
にとって理解しやすく，システム調達用のドキュ
メントとしては有用である。しかし，業務の粒度
による階層化ができないため，大きな業務の流れ
と詳細な業務の流れが同様に描かれてしまう。こ
のため，フローが長くなり，業務全体を俯瞰する
ことができないというデメリットがある。

BPMNには，表現のバリエーションとして，記
述モデル，分析モデル，実行可能モデルがあり，
目的に応じた使い方ができる。業務の現状把握や
課題抽出には記述モデルを使用し，業務プロセス
の見直しには分析モデルを使用する。各モデルは
同一表現様式で階層化されているため，一貫した
使い方が可能である。（5）また，OMGにより記述ルー
ルが標準化されている点も優れている。誤解・曖
昧さの少ない表記により，関係者間での合意形成
に有用であり，また，発注者側の意図をベンダー

成の負荷を高め，調達準備に時間がかかってしま
う。要求定義では，政策目標と業務要求（業務課
題）を関係者間で合意することが重要である。一
方，この段階では，システム化の内容を具体化す
ることは難しいため，システム関連のドキュメン
トが曖昧なものになってしまう。したがって，DA
（データ体系），AA（適用処理体系），TA（技術体系）
については，ドキュメント作成の工数はかかるが，
ベンダー側がそれを十分に活用できていない資料
となっている可能性がある。調達プロセス（要求
定義，要件定義）において，有用なドキュメント
を段階的に整備し，調達プロセスの合理化とスピー
ドアップを図る必要がある。

BPM/BPMNの特長

BPMとは，業務プロセスを可視化し，プロセス
の分析，業務改善検討，モニタリングすることを
通じて，継続的に業務プロセス改革を推進するマ
ネジメント手法である。また，KPI（業績評価指標）
を設定し，それらをモニタリングすることによっ
て，実施結果を定期的に評価・管理する。

BPMを実現するためには，業務プロセスを可視
化するツールが必要であるが，これまでは統一し
たルールがなくツールがばらばらで作られていた。
近年，国際標準化団体OMG（Object Management 
Group）が，BPMNの標準化を進めており，国内
外の業務プロセスモデリング導入ユーザーの7割以
上が活用している。（4）

BPMNでは，目的によって三つの記述レベルが
存在する。
（1） レベル1
主要な業務の流れを表現し，業務フロー図とし
て，俯瞰的な検討を行う（記述モデル）。

BPM/BPMNの特長

表-1　WFAとBPMNの比較
モデリング原則 業務流れ図（WFA） BPMN

明瞭さ システム設計・開発の知識がある人にしか理解でき
ない。

利用者別にレベルを分けて表現されており理解しや
すい。

構造的一貫性
記述レベル・記述粒度が決められていないため，作成
者によってばらつきが生じる（記載ルールは独自の
仕様）。

利用者，プロセスによって，記述レベル・記述粒度が
ルール化されているため，的確な表現が担保される（記
載ルールはOMGで全世界で統一）。

完全性 業務フローに不可欠な要素（作業開始方法，外部実体
とのやり取りなど）が全て記載されている。

業務フローに不可欠な要素（作業開始方法，外部実体
とのやり取りなど）が全て記載されている。

ビジネスとIT双方で
の共有

階層概念がなく，業務，システム，データのフローが
同一紙面上に記載されている。

経営層，担当部門層，システム開発層と，経営からシ
ステムへ階層的にドキュメントが構成されている。
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ことで，関係者間で議論すべきポイントが明確に
なる。このため，業務プロセス改革に向けた検討
が活発化するとともに，関係者間の合意形成の迅
速化が期待できる。
（3） 業務プロセスと根拠法令・規程の関連付け
業務フローを作成する際に，業務プロセスと根
拠法令・規程の関連付けを整理しておくことが望
ましい（図-3）。これにより，制度変更をしなくて
も業務改革できる部分や制度改正が必要な部分が
明確になる。また，制度変更に伴う業務への影響
範囲の特定や，システム仕様の変更に伴う法令・
規程への影響の特定が容易に行えるなどのメリッ
トがある。

政府情報システム調達における標準記述様式
の見直しの方向性

政府情報システム調達において使用している標
準記述様式，およびその作成・活用方法を見直す
必要がある。調達プロセス（要求定義，要件定義）
において，真に有用なドキュメントを段階的に整
備することで，調達プロセスの合理化とスピード
アップが期待できる。図-4に標準記述様式の見直
し案を示し，以下にその考え方を述べる。
現行体系については，新たに作成するのではな
く，現行システムのドキュメント類（基本設計書

政府情報システム調達における標準記述様式
の見直しの方向性

に伝えやすいなどのメリットがある。

BPMNを用いた業務プロセス改革の考察

前章で述べたとおり，業務プロセスを可視化
する記述様式は，業務プロセスモデリング手法
として優れているBPMNを使用するべきである。
BPMNの活用に当たっては，職員の業務改革志向
を高めるために，以下の三つの工夫が必要である。
（1） 業務フローと業務詳細記述の分離

BPMNのレベル2では，レベル1業務の詳細フロー
や，業務プロセスの詳細（システム機能，入出力デー
タ項目，ファイル項目など）を記述する。その際，
業務フローとは別に，業務詳細記述（業務記述書）
を作成することが望ましい。このことにより，ICT
に精通していない職員でも容易に業務フローを作
成でき，職員による主体的な業務プロセス改革の
推進が期待できる。業務をフローと詳細記述に分
けて整備する方法は，内部統制報告書においても
使われており，「財務報告に係る内部統制の評価及
び監査に関する実施基準」（6）で例示されている。
（2） 業務課題の可視化
業務フローを作成する際に現状の業務課題を明
記することが望ましい（図-2）。業務のどこにどの
ような課題があるのかを業務フロー上に明記する

BPMNを用いた業務プロセス改革の考察

図-2　BPMNフロー図（業務課題の可視化例）
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アプリケーション機能，システム構成など）が具
体化されておらず，非常に曖昧である。このため，
この段階では，DA（データ体系），AA（適用処理
体系），TA（技術体系）を整備する必要性は乏し
いのではないかと思われる。ただし，AA（適用処
理体系）の情報資産評価表について，個人情報や
機密性の高いデータを取り扱うシステムでは，要
求定義段階で整備し，求められるセキュリティレ

など）を最大限に活用する。ただし，BA（政策・
業務体系）については，現状の業務課題を明確に
するために，BPMNフロー図と業務記述書を作成
することが望ましい。
将来体系については，現行のBA（政策・業務体
系）で推奨されている標準記述様式を変更し，機
能構成図＋BPMNフロー図＋業務記述書とする。
要求定義段階では，システム化の内容（データ項目，

図-3　BPMNフロー図（業務プロセスと根拠法令・規程の関連付け例）

図-4　標準記述様式の見直し案
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ベルを明確にしておくことが望ましい。なお，要
件定義段階において，標準記述様式が要件定義書
の内容と重複する場合は，標準記述様式の作成は
不要と考える。
業務プロセス改革，および政府情報システム調
達の適正化を推進するためには，有効性の低いド
キュメント作成にかかる負荷を排除し，BPMNを
用いた課題・要求事項の明確化と関係者間での合
意形成に十分な時間とリソースをかける調達プロ
セスを確立することが望ましい。

BPM/BPMNの導入・定着に向けて

業務プロセス改革，および政府情報システム調
達へのBPM/BPMNの導入・定着のポイントを示す。
（1） 導入

BPM/BPMNの周知，記述ルールの標準化のた
めに，ガイドラインや手引書の整備が必要である。
2014年3月に総務省が公表した「電子自治体の取組
みを加速するための10の指針」（7）では，既に業務プ
ロセス改革に向けてBPM/BPMNを活用することが
推奨されている。
また，業務プロセス改革やシステム調達の適性
化を推進する職員に対して，必要なスキル習得の
ための研修を実施することは必要であるが，一方
で業務プロセス改革を支援し，システム開発を受
託するベンダー側にも十分なスキルが求められる。
（2） 定着
可視化した業務課題の進捗管理およびKPIによ
るIT投資評価を定期的に実施することが重要であ
る。また，業務プロセス改革を定着させるために
は，権限・調整力を持ったリーダおよび職員のリ
ソース（時間）が不可欠であり，そのための制度・
体制の構築が望まれる。

む　　す　　び

システム調達プロセスにおいてBPM/BPMNを活
用することで，職員による継続的な業務プロセス
改革の実現が期待できる。同時に現行の標準記述
様式を見直すことで，調達プロセスの合理化とス
ピードアップを図ることが可能となる。職員の業
務改革志向を高め，業務課題について深く議論し，

BPM/BPMNの導入・定着に向けて

む　　す　　び

要求定義・要件定義の内容を関係者間で合意する
ことは，システム構築の際に生じる認識の食い違
いや手戻りリスクの軽減につながり，ベンダーに
とっても有益である。一方，実現に向けては，ガ
イドラインの整備や制度・体制の構築が不可欠で
ある。富士通は，今後もコンサルティングを切り
口にお客様の業務・システム最適化を実現し，行
政の透明性向上と信頼性確保を支援していく。
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