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・民間企業（数値計算）、高等学校教員 
・会計検査院 
　　・各府省のIT経費に関する検査 
　　・会計検査院の情報システム 
　　　　　（企画、開発、運用、教育） 
　　・IT検査に関する教育 2005-2020 
　　・CIO補佐業務担当 2011-2020 
・PPDコンサルティング



会計検査



興味分野
・「IT清書機論」（経営情報学会） 

・「ITプロジェクトはなぜ失敗するのか？」（最
高会計検査機関国際会議） 

・「ITガバナンスのための『見せる化』とCIO
人材教育」（経営システム学会） 
・「IT検査」（日本システム監査人協会、ISACA、全都道府
県監査委員協議会連合会、システム監査学会）

ご興味ありましたら、「土肥亮一」で検索を



コンクラーヴェ　before



コンクラーヴェ　after



シンギュラリティ

インテリジェント化が加速する ICT の未来像に関する研究会 報告書 2015



2006年までに
スマホを欲しいと思った人は？



COTENTS
1.DXへのアプローチ 

特別なことではありません 
2.DX人材、IT人材 

誰が必要？ 
どう活用？ 
次世代へ



DX

Digital Transformation

「ITの浸透が、人々の生活をあらゆる面でより良い方向に変化させ
る。」（ストルターマン） 
 
「企業がビジネス環境の激しい変化に対応し、データとデジタル技術を
活用して、顧客や社会のニーズを基に、製品やサービス、ビジネスモデ
ルを変革するとともに、業務そのものや、組織、プロセス、企業文化・
風土を変革し、競争上の優位性を確立すること。」（経済産業省）



DX
Digital Transformation

せっかくIT投資するのだから、関係者の満足
を得られるように設計、運用しましょう。

目的：　Happy 
基準：　満足度



結論
利用可能な手段を使って、
関係者の満足感を得る

１．近未来に備える 
２．人材を含め利用可能な手段を増やす



Tool
Process

Service
ITの利用

計算機 
複写機 
ファクス 
ワープロ

経理プロセス 
統計処理 
製造ライン 
ERP

ユーザ・ニーズ 
課題解決

1620年

1843年
1779年

1964年



DXとは、（本質的には）新しい概念ではない

1970年ごろ　データ中心設計 
1980年ごろ　MIS（経営情報システム） 
1990年ごろ　SIS（戦略情報システム） 
今世紀　DX



SISの例 - アメリカン航空

http://bookcafetokyo.com/wp-content/uploads/2015/07/us__en_us__ibm100__sabre__reservation_diagram_2__925x610.jpg



SABRE
1.旅行代理店に端末を提供 
2.平均90分かかった発券が数分に 
3.条件に合致した便を画面に表示 
4.航空会社の略称順に並んでいる→１ページ目はAA
（アメリカン航空）ばかり 

5.１ページ目から予約が埋まる→AAは満席 
6.他社便の表示には時間をかける 
7.他社競合チケットは表示させない



SABREのポイント
1.スタートは、「顧客を待たせない」 
2.外部（旅行代理店、顧客）をオペレータにする 

社員は作業しない 
3.システムが営業マンに 
4.チケット発券から汎用予約への転用 
5.組織の目的を具現化する環境そのものとなる



SISの例（Amazon）



これまでの国のシステムでは
1.「まず、このシステムを学べ」 

•説明が多く、専門用語多用、たくさんのPDF 

2.「アクセスするための環境を確認せよ」 

•OS、ブラウザ、JRE、・・・ 

3.「情報は提供しているのだから、自分で探せ」



ユーザ（サービスを受ける側）としての視点
• 行政側の都合に関心はない 

• 行政の組織（任務分担）を知る必要はない 

• 自分のアクションについて知る必要はない 

• 予め提供している情報は使ってくれ 

• 「行政」を意識しない環境がいい



職員の視点
• 人間コピー機になっていないか 
複数の資料を見比べるという作業は自動化でき
るのではないか 

• 同じプロセスを２回以上繰り返してはいないか 

• 知らなくてもいいデータを目にしていないか



業務の見直しは難しい

1.それぞれ自分のデスクの上しか見えない。 

2.紙の伝票でしか考えられない。 

3.他部門はおろか、隣席の事務すらわからない。 

4.人は自分が見てきた風景でしか判断できない。



コミュニケーションギャップ
幹部・経営層

現場部門

情シス部門 ユーザ部門

先輩

後輩
GAP

上司

部下
GAP 先輩

後輩
GAP

上司

部下
GAP

GAP

GAP

GAP

GAP
協力会社

協力会社

受注者

住民

GAP

GAP

GAP



まちがいの元

清書のため

効率向上のため



電子媒体を使いこなす



こんな設計をしていませんか？



設計の問題
情報システムが、「清書機」になっているの
ではありませんか？

紙の書式に似たものをディスプレイに表示し、あるいは、
プリントアウトする。 
紙の書式は、紙媒体を使ったプロセスに最適化されてい
る。紙とは全く異なる性質を持った電子媒体でのプロセス
に使用するものか？



設計の問題
せっかくコンピュータを使うのだから、機械
に判断させればいい。
人が介在するから、担当者の負担になり、ミスが発生し、
効率化が進まない。 
また、プロセスに必要のない情報も目にすることになるの
で、情報漏洩の危険性も生じる。

人名、住所詳細、年齢、所得額など



DXの基本

必要なサービスを見直す（住民視点）

オペレーションを楽に（職員視点）

疑問を持ち続ける（今日とはちがう明日が来る）



COTENTS
1.DXへのアプローチ 

特別なことではありません 
2.DX人材、IT人材 

誰が必要？ 
どう活用？ 
次世代へ



不足している「IT人材」ってどんな人？
• 何ができる人を「IT人材」と呼んでいるの？ 
• 「IT人材」に具体的に何を期待しているの？



不都合の本質的原因とは
1. 発注者の責任・・・当事者意識 
2. 発注者はシステム・アーキテクトであるべき（キーパースンが必要） 

➤ コロンブス、伊能忠敬、坂本龍馬、アムンゼン、フォン・ブラウン、
川口淳一郎 

3. 発注側に技術者がいない・・・バズワードに振り回されるな 
4. CIO補佐官などの専門家を雇っても・・・。 

➤ 適任者を選定するスキルはない 
➤ 専門家を活用するスキルはない 

5. 通常のマネジメント・スキルがあれば十分



ＣＩＯ補佐官などの専門家を雇っても・・

CIO補佐官という 
専門家を招いても、 
失敗を繰り返していた

パスポート発給 人事・給与

電子政府自動車検査登録

調達

特許

日本年金機構情報漏洩ＮＤＢ Webクラッキング

国民経済計算
ライセンス管理

専門家派遣

病院管理会計

地域情報通信技術利活用 構成管理

検疫業務



医療の専門家の場合は

精神科医
内科医

管理栄養士

検査技師

ソーシャルワーカー
看護師

理学療法士

助産師 クラーク
薬剤師

臨床心理士

外科医

歯科医

鍼灸師

セラピスト柔道整復師
精神科医

宗教家



専門家に求められるもの

ライセンス

経験

得意分野

価値観

相性

コミュニケーション能力

知識

人脈

演技力

課題発見力 ファシリテーション・スキル



何を求めているのか？

痛みをなくしてほしい。 
体質を改善してほしい。 
質の高い人生を送りたい。 
身体が動くようにしてほしい。 
つらくても長生きしたい。



ITの専門家

アナリスト プロジェクトマネジャー
サーチャー

インストラクタ

CE

オペレータ
SEプログラマ

アーキテクト
コーダー

パンチャー
ITコーディネータ

アナリストセキュリティスペシャリスト
システム監査人

ネットワークスペシャリスト

ストラテジスト



こんな患者のようなことはないか？
「お医者さん、あなたは医療の専門家なのだか
ら、わたしの身体の痛いところはわかるでしょ
う？　早く治療して楽にしてよ。ただし、面倒な
検査はごめんだよ」



外部専門家とは・・・

「招くことで正解を教えてくれる存在」ではない。

「見栄えのいいレポートを清書する存在」ぐらい
に考え、知恵を出すのは発注者と覚悟する。

発注側が主導し、明確なゴールを示さなければ
専門家活用は失敗する。



専門家を選ぶための専門家 
が必要？



専門家です。

専門家を選ぶ専門家です。

専門家を選ぶ専門家を選ぶ専門家です。

専門家を選ぶ専門家を選ぶ専門家を選ぶ専門家です。

専門家を選ぶ専門家を選ぶ専門家を選ぶ専門家を選ぶ専門家です。

専門家を選ぶ専門家を選ぶ専門家を選ぶ専門家を選ぶ専門家を選ぶ専門家です。

？



素人が専門家を使う方法 
ならありそう。

だけど・・・



日常生活では、数多くの 
「専門家」 

を活用している。
医療関係者、教育関係者、公共交通機関、行政機
関、運送業者、店舗、金融機関、・・・。



上手に専門家を利用している

「桜を見たいから、こっちの道を通って。」
「身体の具合が悪いから、静かに走ってね。」

「急ぐから、高速道路で。」

「３時までに到着すればいいです。」

運転の知識がなくても使えますね。



経験を見極める方法 
知識・技術を見極める方法 
モチベーションを見極める方法

適任の専門家を選定する方法

「わたしの心配を取り除いてください。」
本音を語りましょう



IT専門家の活用といっても、

要件定義と同様
「何をしてほしいのか。」を
明示するだけ。

求められるのは 
発注者側のマネジメントだけ



施策・要求定義 施策の評価

結合テスト

プログラミング・単体テスト

詳細設計

基本設計

要件定義・仕様

V字モデル

受入テスト

総合テスト



PDCA

Plan（計画）

Do（実施）

Check（評価・監査）

Act（改善）

言い古されているが、実行されているか？ 
監査部門を活用



PDCA　あるいは、　CAPD

Plan Do

Check

Act

確認
・把
握確認・把握

目的の設定は適切か。 
目標は具体的か。 
客観的に評価可能か。 
説明責任を全うしているか。 
リスク管理されているか。

計画で想定したとおりか。 
目標は達成しているか。 
実行責任は明確か。 
新たなリスクは発生しているか。

把握した状況を伝達 
助言、改善提案



DXへのステップ
誰をターゲットにするか？

どのような環境が理想か？

データは一元化されているか？

最悪の事態も想定されているか？

そのための職員相互のコミュニケーション 
それを支援するファシリテータもDX人材



30年先の人材戦略へ
成功も失敗も引き継ぐ
生々しい印象と感情の共有（これこそ知識共有）
教育と業務をシームレスに
コミュニケーションに尽きる

デザイナー（サービス、見せ方、教育） 
アーキテクト（データ設計、プロセス設計、組織設計） 
ファシリテータ（コミュニケーション支援）

育成すべき内部人材



外部専門家 再び
真のニーズを発掘 
　- ユーザに真のニーズは見えていない 
　　（三河屋の御用聞きではだめ）

モデルシステムの構築 - 紙や文章で共有しない 
　　（実物を見て初めてアイディアも浮かぶ）

コミュニケーション環境の構築 - 雑談（雑相）の量を拡大

ファシリテーション - 発見や成果のある会議

ITマネジメント - 調達、管理、教育、確認



知恵を獲得 外部ネットワークが必要

なるべく遠い業界のベンチマーキングが参考になる

業務とは無関係で、業務のことを考えるヒントを
もらえる相手を求める

まず発信する

同業者を見ても違いばかりが目に付く 
遠い業界では「意外と似ている」部分が見える

体調が悪いからといって医学書を基礎から学ぶ人はいない 
誰かに発信して相談



会計検査院での教育事例（2005年～）
毎年、4名～5名の研修員（受講者）を選定し、人事発令

業務時間内に活動

まず発信する（コミュニケーションスキルも学ぶ）

任期は3年～4年だが、任期終了後は協力者としてチームに残る

自ら課題を発掘し、研修内容を提案する

集合教育、ネットワークを通じた教育、専門家招聘、企業見学、
学会発表、国際会議派遣、研修の計画・講師・フォローアップ

受け身では必要とする情報は得られない

ベンチャー企業で営業を経験させることも視野に
受注者側視点を経験させる



会計検査院での教育事例（2005年～）



COTENTS
1.DXへのアプローチ 

特別なことではありません 
2.DX人材、IT人材 

誰が必要？ 
どう活用？ 
次世代へ


