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ビットコインはデジタル時代の徒花なのか 

～「デジタル」な仮想通貨が開く新たな可能性～ 

北海道大学公共政策大学院教授 蛯子 准吏 

仮想通貨「ビットコイン」が揺れている。ビットコインの利用者がその預け先としていた取引所の

運営会社が管理するビットコインが「不正アクセスによって消失した」ため取引停止に陥るとともに

債務超過に陥り経営破綻した。利用者の資産は、宙に浮いたままである。国家の政策の影響を受けな

い「未来の通貨」として誕生した仮想通貨「ビットコイン」の脆さを露呈し、その信用を大きく揺る

がした今回の事件は、仮想通貨の限界を示すものなのであろうか。 

 ビットコインは、通常の通貨と異なり明確な発行主体を持たない。また、電子マネーが日常生活で

利用可能な通常の通貨をその発行の根拠とし、明確な発行主体が存在するのに対し、ビットコインの

発行根拠は複製困難な高度な暗号技術で守られたプログラム（コード）であり、物理的には無価値で

発行主体も存在しない。通貨は、アルゴリズムを解く（「発掘」する）対価として得るか、既に発行済

の通貨を通常の通貨と交換することで得られる。デジタルデータであるが故、銀行等の金融機関を介

さずインターネット上で国を超えた個人間の取引を簡単に行うことができる。インターネット上で一

般的な通貨に近しい感覚で利用できる一方、法制上は規制する権限がなく、取引の記録が金融機関に

残らず追跡もされないことから、違法な取引やマネーロンダリングに使われやすいとの声もある。 

 ビットコインの発行総量はプログラムで上限が定められており、発行量の増加に伴い発掘すること

が困難になるようデザインされている。言わば、デジタル時代における金本位制の通貨である。それ

故、時間の経過とともに発行量が減少し希少性が高まり通貨の価値が高まる。注目を集めた要因には、

その利便性に加え、希少性に着目した投機的な資産としての魅力が大きいことがあげられるが、国の

通貨統制に対する不信感も大きく作用したと思われる。欧州通貨統合という壮大な実験は、財政運営

が参加国の国々、通貨の発行と管理主体がその共同体という構造が抱える問題点を露呈した。為替の

変動による国の財政と通貨の調整機能を政治の調整機能で代替・補完するメカニズムは、市場が本来

持つ迅速な調整機能とは大きなギャップがあり、そのギャップである調整の歪みが一国の財政危機と

して出現したことを契機に、その影響が連鎖・拡大し、通貨そのものの信用危機へと直結する脆さを

あぶり出した。ビットコインへの資産移転は、市場に翻弄される国の通貨政策に変わる資産の安定化

を図る手段の一つとして選択された側面もあろう。より本質的な意味での、国家による通貨統制に対

するアンチテーゼとしての選択である。 

今回の事件によりビットコインの通貨としての安全性に大きな疑問が生じている。その不透明性を是

正するため、国の規制が強化されることも想定される。利用者保護や犯罪防止の観点からも理解できる

動きであろう。その一方で、新たな通貨としての進化を阻害する懸念もある。国家による集権的管理を

前提とした通貨を補完する、国家の統制外にある自由な個人や組織による分権的管理を前提とした通貨

としての活用の可能性である。ビットコインはデジタル時代の徒花なのか、それとも新たな通貨の可能

性を開く道具なのか、その鍵は通貨の質、すなわち価値の安定性にある。ハイエクは、国家による恣意

的な通貨政策を批判し貨幣の脱国家論を展開した。市場を通じ通貨の量ではなく質（安定的価値）を競

う環境を維持することで、経済の変動を抑制できると予言した。情報通信技術の進展により、その環境

を構築する技術的な実現可能性は高まっている。利用者保護を重視する一方で、ハイエクの予言通り、

ビットコインと競争関係を持つ新たな仮想通貨が誕生し通貨の質を競争する場が産み出されるのか、そ

の芽を摘むことがないよう期待したい。

羅羅針針盤盤  
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第三セクター等のあり方最終まとめに向けて 

北海道大学公共政策大学院教授 宮脇 淳 

1.はじめに 
 2013 年夏口より検討を開始した総務省第三セクター等のあり方に関する研究会が、3 月中旬を目途に

最終まとめを行う。2007 年 3 月の北海道夕張市財政再建団体化（現在は「財政再生団体」）を契機

に、第三セクター等の経営悪化が地方公共団体の財政運営に決定的な影響を与える危険性が強く認

識された。これを受け、新たな財政健全化制度の創設とともに 5 年間の集中改革期間を設定し 2009
年度に導入されたのが第三セクター等改革推進債（以下「三セク改革債」）である。この集中改革

期間と三セク改革債の発行期限が 2013 年度末に終了する（地方財政法第 33 条の 5 の 7）。このた

め、2014 年度以降の三セク等のあり方について、総務省「第三セクター等のあり方に関する研究

会」（以下研究会）で検討を進めて来た。その中間まとめ等については、すでに本レポートでも取

り上げたところであるが、最終まとめに向けた検討課題を考察する。 
 

2.三セク改革債の経過と中間まとめ 
（1）三セク改革債と損失補償契約 
三セク等のリスクは、程度の差はあるものの多くの地方公共団体で抱え続けて来た課題であり、この

課題克服のために三セク等の廃止も含めた抜本的改革を推進するため、現菅官房長官が総務大臣時代に

設けた制度が三セク改革債である。三セク改革債によって処理対象となる経費は、三セク形態の場合

では、当該法人の破産、特別清算、再生、更生の各手続き、一般に公表されている債務処理の為の

私的整理に必要となる損失補償及び短期貸付の整理経費などである。対象となるのは、有効な損失

補償契約の履行義務に基づくものであり、三セク改革債創設以降に増額した損失補償額は対象とし

ない。また、三セク改革債の返済期間は原則 10 年であるものの、現実には地方公共団体の財政状

況等を勘案し、20 年、30 年等の期間も認められている。もちろん、三セク改革債発行は実質公債

費比率に影響を与えるほか、発行期間の長期化は全体の金利負担を拡大させる要因となる。また、

当該地方公共団体の徴税努力等他の政策をも踏まえた妥当性、信頼性のある財政健全化計画が前提

となることは言うまでもない。 
 

（2）三セク改革債の成果と課題 
2009 年度から導入された三セク改革債の発行総額は、最終年度 2013 年度第一次分同意等予定額通知

時点で 8000 億円台に達し、法人数では同時点で 168 法人の解散・廃止・再生等が実現する結果となっ

ている。同時に、地方公共団体の損失補償契約等の額は 2005 年度の 9.4 兆円から 2012 年度約 5 兆円

まで減少し、三セク改革債による解散等の果たした役割は大きい。また、債務超過法人も同 505 法人（債

務超過額 4604 億円）から同 314 法人（同 2712 億円）に減少している。一方で、地方公共団体からの

三セク等の借入金額は、同 4.4 兆円から同 4.6 兆円と微増の実態にあり留意する必要があるほか、短期

借入金も都道府県・市町村合計で 2012 年度 5659 億円と大きな規模が残されている。 
今後の三セク等に対する地方公共団体の改革の取り組みを総務省「第三セクター等の抜本的改革に係

る取組状況調査」でみると、2013 年 5 月段階で三セク等の抜本的改革に対して方針未定が三セク等 716
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法人に達し、改革の検討中あるいは必要性は認識しつつも未着手が約 300 法人を占める状況にある。ま

た、すでに抜本的改革の実施を決定している 272 法人のうち三セク改革債を財源として予定する法人も

多数残されている。とくに、京都府、山梨県をはじめとする林業公社の場合、土地の権利関係が輻輳し

対処に時間を要する等、年度内の処理が難しいケースも存在する。一方で、三セク改革債の発行が実質

公債費比率を上昇させ早期健全化基準に該当する、あるいは財政リスクに他の方法で対応するなど三セ

ク改革債の活用を意図しない地方公共団体があることも事実である。 
いずれにせよ三セク改革債は、地方公共団体の財政に将来的に大きな影響を与えることを回避するた

め導入したものであり、三セク等の多彩な状況も踏まえ 2013 年度末までに改革の道筋を明確にしてい

る場合には、形式的に三セク改革債の発行を打ち切るのではなく、経過措置を設けて対応することが地

方財政の健全化にも資すると判断できる。以上の内容を柱とする「第三セクター等の抜本的改革の評価

と今後の課題等について」（以下「中間まとめ」）を研究会は 2013 年 9 月 17 日に提示している。 
 

（3）研究会中間まとめ 
中間まとめでは、①三セク改革債の 2013 年度限りの時限措置自体は延長・変更せず、経過措置を設

けることで対処すること、②三セク等の一段の健全化に向けた取り組みを強化し同じ失敗を繰り返さな

いように措置すること、などを柱としている。 
中間まとめを受けた検討課題の第 1 は、2014 年度以降の三セク改革に向けた「必要最低限の経過措

置」の内容の具体化である。地方財政法は、三セク等の集中改革期間を 5 年間と設定し、三セク改革債

の起債を認めてきた。これを踏まえれば、必要最低限の経過措置の期間は 5 年間未満で設定し、スピー

ド感を持って改革を進めることが基本となる。一方で、経過措置を設けている理由として、林業公社を

はじめとした多様な利害関係の存在等抜本的改革に時間を要することがあり、両者の整合性を図ること

も求められている。こうした事情を考慮しつつも、経過措置の期限を明確化して規律を持って対処する

ことが前提となるため、12 月 24 日に決定した 2014 年度地方財政対策では三セク改革債の発行経過措

置期間を 2016 年度までとしている。 
 第 2 は、経過措置の対象となる「第三セクター等の抜本的改革に着手しながら、何らかの事情により

平成 26 年 3 月末までに整理・再生できない地方公共団体」について、「着手」の意味を明確化すること

である。着手の意味を不明確にすることは、経過措置の意味を低下させるほか、先行して抜本的改革に

取り組んできた地方公共団体との整合性も問題となる。但し、三セク改革債の目的は、地方財政の健全

化にある。したがって、「着手」の意味を厳格に設定し経過措置の間口を必要以上に狭く設定するので

はなく、幅広に捉えてより多くの地方公共団体が着実に抜本的改革に取り組めるようにすることが適切

である。 
 第 3 は、財政健全化制度との関係である。三セク改革債は、地方公共団体の財政健全化制度の導入と

共に設けられている。しかし、短期借入の年度越え状況など現行の財政健全化指標で三セク等を抱える

地方公共団体の課題が全て明確化される現状にはない。財政健全化制度の機能自体の充実に向けて、三

セク等の財務実態が住民に対して今まで以上に地方公共団体が自主的に開示できる制度とその指標の

検討も必要である。地方公共団体が行う損失補償・債務保証等と短期借入金の合計が、当該地方公共団

体の実質公債費比率早期健全化基準を超える水準に達する第三セクターが全国で 196 法人存在してい

る実態にある。 
第 4 は、総務省の 2014 年度以降の支援措置の明確化である。第三セクター等の改革において、地方

公共団体が必ずしも適切にリスクを把握し配分する体制を構築できず、過剰なリスクを地方公共団体側
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が最終的に負担する結果となった事例も少なくない。こうした事例から、地方公共団体がリスクを把握

しそれに基づき自らリスクに対して対応できる意思決定の体力の構築が必要であり、総務省が積極的に

新たな指針を作成し、助言や情報提供等と共に普及させる取り組みが重要となる。 
  
3.指針の検討 
新たな指針検討の重要ポイントとして、第 1 に三セク等を設立した目的や行う事業の公益性等を踏ま

えて、適切な指導・監督を行うべき旨を地方公共団体に要請することを基本とし、三セク等に係る財政

的リスクを適切に把握できていない地方公共団体が現状においても相当数存在することを踏まえ、財政

的リスクを正確に把握するための手法等を指針において改めて提示することを検討している。第 2 に会

計面で資産（販売用資産や事業用資産）や有価証券等について、一定の範囲で時価評価を行うとともに、

法人形態に応じた適切な会計基準を適用した会計処理を行うべきであること、第 3 に外部監査による指

摘が抜本的改革の契機となった事例があることを踏まえて、外部監査を含む監査の重要性や首長の監査

権等についてさらなる活用に努力すること、そこでは、将来的な経営悪化のリスクを含めた経営状況（特

に財政的リスク）を把握し、継続的な点検・評価を行うこと、そのために、予め存続の前提となる条件

（ゴーイングコンサーン）を明確化しておくことが必要となる。さらに、三セク等の外部人材活用につ

いては、専門知識を有する人材の活用等を引き続き重視すると共に、三セク等の活用において具体的な

成功事例を指針を通じて取り上げることで、各地方公共団体の経営改善に資する情報提供に取り組む。  
なお、争点となる損失補償については地方公共団体で広く行われている一方で、損失補償を行う三セ

ク等が経営破たんした場合には地方公共団体が予期しない多額の負担を負う危険性があり、金融機関と

のリスク分担の観点からも課題を有することから適切な取扱いを検討する。また、地方公共団体から三

セク等に対する財政的支援の中でも、短期貸付金（貸付年度内に返済される貸付金）については、反復

かつ継続的に実施しているものに係る見直しを進め、損失補償等のリスクに応じた引当金の確保につい

て引き続き要請し、管理・運用基準の明確化等を図る。新たに設立する三セク等に対して、損失補償は

行うべきではなく、地方公共団体イニシャルコストに係る出資や長期貸付金等によるべきであること、

三セク等に対して行う公的支援（特に財政的支援）について、考え方・必要性、支援を行う範囲、支援

を行う上限、支援を打ち切る要件等について予め明らかにしておくべきこと、などである。 
 

4.三セク改革と新たな活用 
中間まとめでは、「経営健全化の取組を進めつつ、各地域において必要な役割を果たすことを求めて

いる。」としている。三セク等が行っている事業自体の意義（必要性・公益性（行政目的との一致）等）、

採算性等について改めて検討を行い、事業継続の是非や事業手法の選択について存廃を含めて判断する

ことが必要である。とくに、従来の損失補償契約に代わる資金調達と財政規律確保の方法、積極的活用

において過去と同様の問題を繰り返さないため、活用と財政規律を橋渡しする新たなガバナンス構造の

明確化の検討が重要となる。その課題は、単に本研究会の最終報告の課題となるだけでなく、その後の

総務省における具体的な指針づくり等においても大きな課題とならざるを得ない。 
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消費税増税に向けた消費者意識 

                     北海道大学公共政策大学院教授 宮脇 淳 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（資料）内閣府「消費動向調査」より作成。 
消費者の消費に向けた意欲が、昨年秋以降低下傾向を続けている。今年 4 月の消費税税率引き上げを

控えて、昨年春から秋口にかけては、消費者の耐久財買い判断にも示されるように、総じて消費意欲は

高く推移していたものの、10 月以降急速に低下してきている。こうした背景には、①消費税税率引上げ

前のいわゆる前倒し需要のピークが過ぎたこと、②消費者の暮らし向きが徐々に悪化していること、な

どが挙げられる。消費者の暮らし向きは、昨年 10 月から同様に悪化しており、その要因として①生活

関連の商品等への価格上昇が広がり実質的な暮らしへの制約が強まったこと、②中小企業も含めた全体

の賃金水準の改善は必ずしも進んでおらず、収入自体の低下が続いていること、などによる。景気拡大

の大きな柱である住宅の買い意欲も「今は買いの時期ではない」とする割合が増えていることが独立行

政法人住宅支援機構の調査からも示されており、2014 年春以降の景気動向の不透明感は高く、所得・

消費環境の改善に向けた需要実体面での政策展開も重要な選択肢となりつつある。 

政策シグナル 
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米国量的緩和政策縮小の新興国への影響 

北海道大学公共政策大学院教授 宮脇 淳 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（資料）北海道大学宮脇研究室マクロモデルによる試算。2013 年、2014 年は予測値。 
  米国の量的緩和政策の縮小、いわゆる「QE3 の縮小」の影響のひとつとして、新興国経済への影響が

懸念されている。QE3 の縮小は、米国からの資金投資によって活動が支えられてきた新興国への資金供

給を減少させる要因となるからである。また、量的問題と同時に、米国による海外投資資金の回収によ

ってドル高・現地通貨安を生じさせ、そのことが新興国の輸出入にも影響を与えることとなる。たとえ

ば、自国通貨を米国ドルと連動させている香港経済、ベトナム経済に対しては輸出面を中心にマイナス

の影響を与えるほか、インドやインドネシア等インフレ率の高い国に対してもドル資金の回収によって

自国通貨安が生じ、輸入物価の上昇からインフレを加速させるマイナスの影響を与えることとなる。 
また、インド、インドネシアについては経常収支の赤字を外国からの投資、とくにドル資金の借入で

補う構造となっており、QE3 の縮小はドル資金の確保を困難化させる要因となる。類似の問題は、マレ

ーシアやタイでも抱えており、仮に米国経済がさらに回復基調を強め量的緩和政策の本格的縮小が強ま

った場合、アセアン諸国への影響も十分、留意する必要がある。以上の点は、新興国への輸出面から日

本経済にも影響を与えるほか、必ずしも実需の投資活動に十分には結び付いていない日本国内で展開さ

れている超量的緩和政策の出口政策を検討する上でも重要な示唆を与えてくれる。 

アアジジアアリリンンクク  
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地方自治体における業務分析のあり方と成功要因 

株式会社富士通総研 公共事業部 金本 鎮吾 

地方自治体では、内部事務の効率化や市民サービスの向上を目的とし、既に様々な情報システ

ムが導入されている。今後既存システムの更改時期を迎える際には、更なる内部事務の効率化等

が求められ、また番号制度等への対応といった新たな課題を加えると、地方自治体における業務

分析はその重要性がますます高まるものと思われる。本稿では、そのあり方と成功要因について

論じたい。 
なお、本稿における地方自治体は基礎自治体の市 （指定都市・中核市・特例市・一般の市）

を対象とする。 
 

1.業務分析が求められる背景 
第 1 章ではこれまでの地方自治体の情報化の変遷や現在の地方自治体を取り巻く環境から、業

務分析が求められる背景について述べる。 
（1）地方自治体における情報システムの変遷（オープン化による弊害） 
 地方自治体の現状においては、最早業務は情報システムに依存しているといっても過言ではな

い。1960 年以降、地方自治体における情報化が本格化した。1960 年代においては、事務効率化

を目的として、地方自治体の住民登録・税・福祉等の大量のデータを処理する業務でメインフレ

ームが使用されていた。その後の情報通信技術の発展に伴い、それまでのメインフレームを中心

とした電算処理から小型サーバによるオープンシステムへ移行が進められたのは、1980 年以降

である。オープンシステム化での目的は、事務処理の効率化だけでなく、汎用機に係る行政コス

トの削減や市民サービスの向上を含むものであった。1990 年以降については、脱メインフレー

ムとして推進されたクライアント・サーバシステムの方式が主流となり、様々な情報システムが

各課の業務に合わせて庁内に導入された。情報システムの内容等について統一的な基準が整備さ

れていなかったこともあり、庁内に有る情報システム等を横断的に管理することができていない

ことが多い。そのため、今後更に内部事務を効率化するためには、情報システムの更改を機に各

課にある業務及び情報システムの見直しが必要である。 
 
（2）各課の EUC（エンドユーザコンピューティング）に伴う運用の煩雑化 

1990 年代後半以降、地方自治体でも職員一人につき一台のＰＣの配備が進められたことによ

り、当時注目を浴びていた EUC が各課で促進された。制度改正等による新たな業務（既存の情

報システムで対応できない）に対応するため、導入されている情報システムに加えて職員が独自

に構築したシステム（Microsoft Access 等で構築）が使用されたのである。しかし、職員が構築

したシステムは、得てして他の課との連携機能や情報セキュリティの観点から不完全である場合

が多い。また、独自に構築されたシステムについては、基本設計書等のドキュメント類が整備さ

れていないことが常である。そのため、退職・異動等により構築した職員が課を離れると、シス

テムの仕様等を把握することが困難となるのである（システムのブラックボックス化）。これに

より新たな制度改正に対応できなくなり、さらに、業務において複数のシステムを使用すること

事事例例研研究究  
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による運用の煩雑化を招いている。地方自治体の EUC に伴う運用の煩雑化については、弊社の

コンサルティング事例でも数多く確認されている。 
 
（3）地方自治体における情報システムに係る経常的経費の抑制 
 一部を除いた多くの地方自治体の経営状況は、今後も悪化の一途を辿ることが予測されている。

情報システムに係る経常的経費についても制約が強化されており、コストの削減が必須課題とな

っている。一方で、市民ニーズについては多様化・高度化が進んでおり、地方自治体では限られ

た経営資源で最大限の効果を得る業務のあり方が求められる。 
（4）番号制度への対応 
 平成 25 年 5 月に番号制度関連法が成立したことを受けて、今後番号制度の活用に向けた対象

業務の見直しが必要となる。平成 27 年 10 月のマイナンバーの付番・通知、平成 28 年 1 月のマ

イナンバーの利用開始に向けて、現時点の対象業務である社会保障、税、災害対策の分野におけ

る事務作業等が、制度導入に伴いどのように変化するかを踏まえて、該当システムの改修が求め

られる。 
 
2.業務分析の概要 
第2章では業務分析の定義及びシステムライフサイクルにおける位置づけと業務分析を構成す

る作業と成果物の関係性、作業実施における留意点について述べる。 
（1）業務分析の定義及びシステムライフサイクルにおける位置づけ 
地方自治体において業務分析は、情報システム調達時の前準備、BPR（ビジネスプロセス・リ

エンジニアリング） 、職員の異動等（多くの地方自治体では 2～4 年の周期）による業務継承 の
ために行われることが多い。本稿においては、情報システム調達時の前準備として行われる業務

分析について取り扱うこととする。 
地方自治体における業務のあるべき姿を描くために、基準・起点（現状業務や問題点、課題等）

を明確にすることが業務分析である。また、業務分析はシステムライフサイクル （企画・調整

段階⇒設計段階⇒開発段階⇒運用・保守段階）において、企画・調整段階で実施される。システ

ム調達における企画・調整段階のプロセスには大きく分けて４つのプロセス（業務分析⇒予算化

⇒仕様決定⇒業者選定）があり、業務分析はその最初のプロセスに位置づけられる（図 2-1 シ

ステムライフサイクルにおける業務分析の位置づけを参照）。 
即ち、業務分析における成果物は、業務のあるべき姿を検討するための検討資料であり、調達

時においては要件定義の基礎資料となる。 
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現状業務の
可視化

現状業務に係る
問題点の抽出

現状業務に係る
課題の設定

課題に対する
改善策の検討

改善策への
評価

業務分析

将来業務の
設計

企画・調整
段階

設計段階 開発段階
運用・保守
段階

システムライフサイクル

業務分析 予算化 仕様決定 業者選定

企画・調整段階

 
図 2 1 システムライフサイクルにおける業務分析の位置づけ 

 
（2）業務分析を構成するプロセス  
図 2-1 にあるとおり、業務分析は、①現状業務の可視化、②現状業務における問題点の抽出、

③現状業務に係る課題の設定、④課題に対する改善策の検討、⑤改善策への評価を経て、⑥将来

業務を設計するといった６つのプロセスで構成されると考える。 
業務に係る問題点の抽出や課題の設定等は、現状業務フローを基に成果物を作成する。そのた

め、現状業務フローは業務分析において特に重要な成果物であるといえる。 
 
（3）作業実施における留意点  
実際に作業を実施する場合の留意点として、以下の 2 点がある。 

ア.業務分析に係る作業の効率化 
職員は日々の業務に加えて作業にあたる必要があるため、作業については可能な範囲で効率化

が求められる。例として、自治体業務アプリケーションユニット標準仕様等を活用し、現状業務

を可視化する。これにより効率的に作業を進めることができる。 
イ.目的の共有による原課職員との協力体制の構築 
一般的に業務改善に係る取り組みは、該当課の職員数削減に繋がる懸念があることから、分析

対象の業務に係る職員の協力が得られにくいことがある。そのため、市民サービスの向上等の業

務分析の目的について、十分に共有しなければならない。 
 
3.業務分析における問題点 
業務分析における問題点については「現状業務フローの属人化」「本質的な問題点の見落とし」

が挙げられる。 
（1）現状業務フローの属人化 
現状業務フローを職員が作成した場合、作成する職員によって粒度が異なる恐れがある。これ

は個々の職員の性格によるものもあるが、そもそも現状の業務運用が属人化しているために起因

する場合が多い。また、地方自治体の業務は法定受託事務と自治事務に分けられるが、特に各地

方自治体が自主的に行う自治事務については、業務の詳細に至るまでを業務フローに表される傾

向がある。現状業務フローは、属人化することにより作成した職員にしか分からない成果物とな
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るため、その後の作業が滞ることとなる。 
 
（2）本質的な問題点の見落とし 
現状業務に係る問題点の抽出において、日々の業務にあたる職員が本質的な問題点を抽出する

ことは容易ではない。職員が抽出した問題点をみると、現行システムへの不満等の表層的な問題

点が抽出される傾向がある。このような表層的な問題点から設定された課題、その課題から展開

される改善策については、解決されたとしてもその効果が薄い若しくはほとんどないものとなっ

てしまう。 
 
4.業務分析における成功要因 

3 章に挙げた問題点を受けて、本章では業務分析における成功要因について論じる。筆者が考

える成功要因は「抽象化による業務の明確化」「問題点の構造化」「職員による将来業務の設計」

の 3 点である。 
（1）抽象化による業務の明確化 
業務分析における成功要因の一つとして、抽象化により業務の本質を明確化することが挙げら

れる。抽象化とは、対象となる物事から余計なものを削ぎ落とし必要な要素を抜き出すことを指

しており（取捨選択／抽出）、仮説提案を研ぎ澄ますために必要な思考力として知られている。

システム設計時には、あらゆる可能性を考慮し分岐点（判断：条件による分岐）がフロー上に必

要であるが、業務分析において不必要に業務を詳細化することは、成果物が第三者に理解されに

くいものになる原因となる。 
業務分析における現状業務フローは、あくまで職員のためでありＳＥ（システムエンジニア）

のためのものではない。日々業務を遂行する職員には自身が担当する業務について、その詳細に

至るまでを可視化したいと思う傾向が見受けられるが、年間処理件数及び処理時間等から例外的

であるか否かを判断しなければならない。分かりやすい業務フローには、例外的でないもののみ

を表現することが求められる。これは結果として、業務を理解していないＳＥにとっても有意義

な成果物となる。 
現状業務フローを作成するための業務の分解は、業務機能構成図で整理した業務毎に作成する

よう各課で統一し、各業務におけるプロセスは業務を構成する要素とする。プロセスにおける処

理については、職員が理解し得る「作成」「抽出」「起案」「決裁」「発送」といったレベルでの分

解に留めるといったルールを設けるべきである。 
 

（2）問題点の構造化 
経営環境の悪化を受けて現場の職員数が削減され、職員一人あたりの仕事量が増している中で、

業務に係る問題点を正確に認識する職員は多くない。問題点を抽出する際、背景、影響、さらに

問題点の発生箇所（どの業務及びどのプロセスで発生する問題点か）といった事項を構造化する

必要がある。業務に係る問題点抽出の具体的な手法等については、本稿では割愛するが、弊社の

コンサルティング事例では、独自の手法を用い構造化を行っている。 
 

（3）職員による将来業務の設計 
業務分析において、職員自らが業務分析の結果を考慮した将来業務を設計すべきであると考え
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る。職員自らが将来業務を設計することで、将来業務の設計以降（業務分析以降）の予算化や仕

様決定等を主体的に行う責任感を醸成することができる。また、ベンダ等からできもしない業務

を提示されるのではなく、職員が自らあるべき姿を設計するため、その実現性が担保される。 
 
5.業務分析に係る提言 
業務に使用される情報システムの更改は定期的に行われるものであり、今後地方自治体では、

単に業務に沿ったパッケージシステムを導入するのではなく、一貫性のある業務分析により業務

全体を見直し、業務機能ありきで情報システムを選択する必要があると考える。 
弊社が実際に使用しているツール等について、本稿では紙面の制約によりその詳細を紹介できな

いが、業務分析を検討される際には是非支援させていただければ幸いである。 
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