
1. はじめに
これまでの日本政府、地方自治体、民間企業のシステム構築

の多くは、その時々の業務要件や技術動向を考慮して、ひとつ

の組織内であっても業務ごとに個別に行われきた。その結果、

システム間の整合性が取れないばかりか、同じようなシステム

を組織ごとに個別に導入し、開発や運用コストがかさむという

課題を抱えている。また、このような「部分最適」のシステム

開発を積み重ねた結果、システムは複雑化の一途をたどり、現

在ではシステムの全体像を把握することは極めて困難である。

EAはこの状況を打開し、「業務・システムの全体最適」を実現

するカギとして注目を集めている。

EAに対する一般的な定義は存在しない。EAの捉え方や形態、

取組み内容は各国政府や企業により基本的に異なる。本稿では

経済産業省のEAの例を中心に取上げ、EAの機能やEA成果物

の策定手順等を説明すると共に、日・米政府、民間企業、大手
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ITベンダーの取組みについて述べる。

EAの考え方の起原は１９８７年に、当時IBM社の社員であった

ジョン・ザックマン氏がIBM Systems Journal Vol.２６, No.

３, １９８７に発表した「A framework for information

systems architecture」のなかで提案したザックマン・モ

デルだといわれている（1）。本稿では、ザックマン・モデルの説

明は省くが、米国政府等が構築したEAフレームワーク（EAの

体系的な枠組み)の多くは、ザックマン・モデルをベースとし

ている。代表的なEAフレームワークとしては、米国財務省EAフ

レームワーク（TEAF：Treasury Enterprise Architecture

Framework）、米国国防総省EAフレームワーク（C4 ISR：

The Command, Control, Communication, Computers,

Intelligence, Surveillance, and Reconnaissance）、米国連

概要
EAに対する一般的な定義は存在しない。EAの捉え方や形態、取組み内容は、各国政府や企業により、

基本的に異なる。経済産業省が設置した「ITアソシエイト協議会」の資料では、「EAとは、顧客ニーズ

をはじめとする社会環境や情報技術の変化に素早く対応できるよう、全体最適の観点から業務やシステ

ムを改善するための仕組みであり、組織全体として業務プロセスや情報システムの構造、利用する情報

技術などを整理・体系化したフレームワークをいう。」と記述されている。EAが最初に、本格的かつ大

規模に導入されたのは米国政府機関であり、1996年に「Information Technology Management Reform

Act of 1996」という法律が制定されてから導入が加速した。日本政府では、2002年から、経済産業省

が中心となってEAに取組んでおり、複数省庁で2004年度からEAを試行すべく準備を進めている。EAへ

の取組みは、現在、政府が中心であるが、EAが目指す「業務・システムの全体最適」は政府だけではな

く、地方自治体や民間企業でも目指すべきものであり、先進企業では導入が始まってきている。また、

今後、市場の拡大が期待されるEAに対し、大手ITベンダーを中心に、EA構築の支援体制を整えている。

2. EAの概要

個別論文個別論文
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邦機関向けEAフレームワーク（FEAF：Federal Enterprise

Architecture Framework）等がある。経済産業省のEAフレー

ムワークも間接的にザックマン・モデルを参考にしている。

EAに取組む際には、各組織用のEAフレームワークが必要とな

るが、基本的には既存のEAフレームワークを参考にして作成

する。日本の企業等では今後、EAへの取組みに際し、経済産

業省のEAフレームワーク（図１参照）を参考にする可能性が

高いと考える。よって、この章では経済産業省EAを取上げ、

目的、機能について述べる。

経済産業省は２００２年に、日本政府におけるITシステム調達

の課題を検討し、調達管理の適正化を図ることを目的として

「ITアソシエイト協議会」を設立した。ITアソシエイト協議会

が作成した「EA策定ガイドライン第Ⅰ部」では、EAは次のよ

うに記述されている。

EAとは、顧客ニーズをはじめとする社会環境や情報技術の

変化に素早く対応できるよう、全体最適の観点から業務やシス

テムを改善するための仕組みであり、組織全体として業務プロ

セスや情報システムの構造、利用する情報技術などを整理・体

系化したフレームワークをいう。

「EA策定ガイドライン第Ⅰ部」では、EAは大きく以下の３

つの目的を持つと記述されている。

（1）現状の明確化と改善

政策とシステムの両面から現状を正確に把握することに

より、IT投資そのものの効率化・合理化を進める。

（2）理想像の共有

顧客志向への転換による高度な行政サービスの実現とい

う目標と、そのための業務・システムの統合化・合理化の理

想像を政策責任者とシステム責任者で明確に共有する。

（3）理想にいたるプロセスの共有　

統合化・合理化に向けたビジョン、設計思想を実現する

ため、短期的な利害に振り回されずに業務・システムを不

断に改善していくプロセスを、政策責任者とシステム責

任者で明確に共有する。

上記は、政府の業務に即した内容になっているが、政府と同

様の課題を持つ地方自治体にはそのまま適用できる。また、

「政策」や「行政サービス」等の文言を適切に置き換えれば、

民間企業でも利用できると考えられる。

「EA策定ガイドライン第Ⅰ部」では、EAは前述の３つの目

的を実現するため、以下の４つの機能を持つと記述されている

（図１参照）。

（1）業務からシステムに至る垂直的な関係とその現状の明確化

EAの第一の機能は、組織の業務・システム全体をDFD

（Data Flow Diagram）やERD（Entity Relationship

Diagram）等の「共通言語」による「統一的な手法」で記

述し、組織の所有者の立場から業務・システムの全体像を

把握できるようにすることにある。

（2）現状から理想目標に至る時系列的な関係の明確化と改善

サイクルの確立

EAの第二の機能は、業務・システムに関する組織全体で

の改善活動に道筋をつけることである。

（3）情報資産と業務との関係の明確化：データ資産の洗い出し

EAの第三の機能は、データ体系の明確化である。今後

のシステムの統合化・合理化では、機能ベースに加えて、

従来おろそかにされがちであったデータ資産ベースでのシ

ステムの統合や業務の最適化が様々な形で求められること

となる。EAはそこに必要な方法論を提供する。

（4）長期的な設計思想の明確化と技術の世代管理に関する明確　

な指針付与

EAの第四の機能は、理想（ToBe）モデルを描いていく

時点で、業務・システム自体の設計思想を明確にしていく

ことである。

2.1 EAとは（2）

2.2 EA導入の目的（2）

2.3 EAの機能（2）

図１　EAフレームワーク　出典）参考文献（２）
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「EA策定ガイドライン第Ⅱ部」では、EAの成果物は、業

務・システムの概要とEAの方向性、業務・システムのモデル

（現状、理想、次期）、EAの実施内容、EA工程表(EAの開発・

利用のスケジュール)の４種類であると記述されている。

「EA策定ガイドライン第Ⅱ部」では、EAの成果物を以下の

手順で策定すると記述されている。

手順１．業務・システムの概要とEAの方向性

はじめに、EAの策定対象となる業務・システムの範囲と

EAの方向性を数行の文章で記述する。これは、対象となる

業務・システムの内容や目的を簡潔・明瞭に記述することに

より、EAが対象とする「組織」の範囲（Enterpriseの定義）

とEAを策定・導入する際に目指す方向性を明確化するもの

である。

手順２. 業務・システムの現状、理想及び次期モデル

EAの方向性を明確にし、前提条件が整ったら、EA成果物

の策定に移る。現状（AsIs）モデル分析、理想（ToBe）モ

デル分析、次期モデル分析の順で作業が行われる。現状モデ

ル、理想モデル及び次期モデルは、以下の４つの体系で整理

を行う（図１参照）。

（1）政策・業務体系(Business Architecture)

・業務説明書：業務・システムの管理・運用体制や最適化

に向けた責任体制を明確化したものである。

・機能構成図（DMM：Diamond Mandala Matrix）：業

務機能を階層的に３×３のマトリックスで表現したものであ

る。

・機能情報関連図（DFD）：各階層の機能間の主要データ･

情報の流れを図式化したもので、一般にいうDFDであ

る。

・業務流れ図（WFA：Work Flow Architecture）：システ

ム化を行う業務処理過程の中で、個々のデータが処理さ

れる組織・場所と順序を記述したものである。

（2）データ体系（Data Architecture）

・情 報 体 系 整 理 図（ UML：Unif ied Model ing

Language）：業務処理で扱う全ての情報について、各

情報間の関連及び構造を明確化したものである。ま

た、その作業のため、必 要に応 じ 情 報 分析図

（CRUD : Create , Refer, Update,Deleteの頭文字

をとったもの）の作成が推奨される。

・実体関連ダイアグラム（ERD）：データエンティティ間の

関連を整理した図で、リレーショナルデータベース等の

設計に利用される。

・データ定義表：個々のデータ属性、定義を一覧にして整

理したものである。

（3）適用処理体系（Applications Architecture）

・情報システム関連図：業務・システムの処理過程におい

て、情報システム間でやりとりされる情報の種類及び方

向を図式化したものである。

・情報システム機能構成図：情報システム関連図で得られ

た方針を基に、情報システム（ハードウエアやソフトウエ

ア等）で実装する機能の構成を明確に図式化したもの

である。

（4）技術体系（Technology Architecture）

・ネットワーク構成図：適用処理体系を受けて、それを実

装するための情報システムを構成するサーバ、クライア

ント等の機器の物理的又は論理的な接続関係を明確化

したものである。

・ソフトウエア構成図：情報システムを構成するサーバ、

クライアント等の機器に実装するソフトウエアの構成を

明確化したものである。

・ハードウエア構成図：情報システムを構成するサー

バ、クライアント等の機器のCPU、メモリ、ハードディ

スク等の機能構成を明確化したものである。

手順３. EAの実施内容

現状モデルと理想モデルから導き出された現実的な次期　

モデルの内容を図表だけでなく文章として記述する。以下に

記述例を示す。

例）情報システムの統一化

以前、各府省で個々にシステム化し、実施されていた

△△△及び×××に係る業務について、２００６年（平成１８

年）９月までに○○○システムを各府省共通の処理システ

ムとして整備し、２００６年（平成１８年）１０月から政府全体

として統一的な業務処理方式とする。

これにより、従来、各府省で整備・運用していたシス

テムは不要となり、△△△及び×××に係るシステム運

用経費について、政府全体として年間約○億○千万円が

3. EAの成果物と策定手順
3.1 EAの成果物（3）

3.2 EA成果物の策定手順（3）



削減されることとなる。

手順４．EA工程表

実施内容として明らかになった次期モデルを具体的な形に

するための工程を線表形式で記述する。

経済産業省はシステム調達管理の適正化を図ることを目的と

して、EAに取組んだという経緯がある。この章では、システ

ム調達へのEAの活用について述べる。

個々のシステムの調達を行う場合、直接発注仕様書

（RFP:Request for Proposal）を作成する場合と、情報提供

依頼書（RFI:Request for Information）への回答を踏まえ

てRFPを作成する場合がある。現在は、RFPを直接発行し、

応札企業を募る方式が主流であるが、今後は、技術の多様化へ

の対応や有力な ITベンダーが持つ能力を発注側として的確に

把握する必要性から、RFIを併用する形式も多くなる可能性が

ある。EAから個々のシステムに関係する業務・システムの情
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4. EAの活用（3）

図２　RFP作成におけるEAの活用　出典）参考文献（３）
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報を切出せば、RFIで提供を依頼する情報の枠組みを規定する

ことができる。

RFPは、設計依頼、開発依頼、運用依頼の各局面で作成さ

れる。RFPの段階では、RFI等の企画・調査作業を経て、既に

次期モデルとしての適用処理体系も、採用する技術も明確にし

ている段階にある。このため、RF Iの時に活用したEAの情報に

加え、適用処理体系や技術体系に至る、より詳細なEAの情報

を参考にして、RFPに反映させることが必要となる（図２参照）。

以下では、EAを先導する米国政府と今後、日本の民間企業

が参考にする可能性が高い日本政府の取組みを述べる。日・米

政府以外では、英国、カナダ、ドイツ、デンマーク、韓国等で

取組まれている。

（1）米国政府の取組み

EAの先進国として、米国が挙げられる。米国では、EA

5. EAへの取組み
5.1 政府の取組み（2）



画の策定を取り込むこと」、「外部専門家の活用等により同

計画策定を支援するCIO補佐官を配置すること」を決定し

た。また、同申し合わせを踏まえて２００３年７月に各府省が

合意した「電子政府構築計画」本体では、各府省自身が

EAの策定及びCIO補佐官の導入に正式にコミットしてい

る。I Tアソシエイト協議会は、２００３年１１月、CIO補佐官

が持つべき「業務・システム最適化計画」策定の方法論につ

いて検討を行い、「EA策定ガイドラインVer.１.１」を公表し

た。２００３年１２月、全省庁のCIO補佐官が出揃った。

米国輸送業界の先駆者であるFederal Express社は、ビジ

ネスの拡大において、流通システムのスケーラビリティーや

データ分散の問題を解決するために、事業目標に準拠したシス

テム環境の設定を試みた。その際に、EAの設計と配備を中心

としたビジネスモデルの立案を実践している。EA構築後、基

幹インフラのシステムの統合と構築を行っている。英国最大の

小売業であるテスコ社は、グローバルなオンライン受発注シス

テムを構築する際に、ビジネスモデルの確立とシステムと業務

の連携において、EAを活用している。最終的には、EAビジネ

スモデルとして、各種アプリケーションアーキテクチャーを体

系化した。その中には、ナレッジマネジメントや調達、需要予

測、顧客管理、マーチャンダイジング管理、人事、経理、配送

管理などが含まれている。日本においても、東京三菱銀行が

「長期経営戦略に則したEAの構築」を行動計画に掲げているこ

とは、先駆的な事例である。部門毎に構築されているシステム

を「共通言語」、「統一的な手法」によりモデル化し、システム

の共通基本概念やガイドライン、選択基準、管理プロセスを確

立することが目的である。これにより、IT投資施策を抜本的に

見直そうとするものである。また、EAという名前こそ採用し

ていないが、特に技術的な側面を中心に類似の活動を行ってい

る例は、他にも多数見られる。

政府を中心として、EAに対する関心が高まる中、国内の主

要 ITベンダーは政府向けのサービスを中心に体制を整備して

いる。NEC社ではオープン技術を用いた基幹システムの構築

手法であるOMCS（OpenMissionCritical System/Solution）

を通してEAの策定を支援する。IBM社は１９９８年ごろからEA

に取組み、確立されたメソドロジーを用いて、世界で２０００件

の議論が１９８０年代に既に始められており、そのリーダ役

だったジョン･ザックマン氏は、多くの論文や功績を残し

ている。米国政府での I Tガバナンスが論じられたのは、

諸外国に比較してかなり早く、１９９６年には I T投資効率

管理等にEAフレームワークの基盤構築を義務付ける、

「Information Technology Management Reform

Act of １９９６」が制定された。具体的なEAフレームワー

クの策定は、それから４年後のことである。その間は各省

での情報技術イニシアチブを明確にするために、C IOを設

置するなど体制面の強化が図られた。また、各省庁は、い

くつかのEAフレームワークを策定した。主要なEAフレー

ムワークとして、TEAF、C４ISR等がある。しかし、米

国連邦政府のWebサイト利用者に対し、さらなるサービ

スを拡充するためには各省庁の独自EAフレームワークを

一元的に扱えるEAフレームワークが必要となった。そこ

で、１９９９年９月にCIO委員会によりFEAF Ver１.１が策定

された。FEAFの運用強化を目的に、２００２年２月に、

FEAFを策定し、管理する機関として、行政予算管理局

（OMB：Office of Management and Budget）に連邦

EAプログラムマネジメントオフィス（FEA-PMO：The

Federal Enterprise Architecture Program Manage-

ment Office）が発足した。FEA-PMOは専門家や行政官に

よるEA策定のワーキンググループを運営するほか、正式

なFEAFをリリースする権限を有している。

（2）日本政府の取組み

高度な電子政府の実現を目指し、実質的な政府調達改革

を進めるには、制度改革はもとより、それを管理・運営す

る調達側の能力向上が不可欠である。このため、システム

開発や調達管理の専門家などを委員として、２００２年６月、

経済産業省が「ITアソシエイト協議会」を設置した。同協

議会は２００２年１１月、「組織全体の業務とシステム双方を設

計・管理する手法であるEAの導入と、EAの開発・管理

を行うIT投資管理の専門家、ITアソシエイトを導入すべき」

との中間報告を公表した。政府は２００２年１１月、世界最高

水準の電子政府の実現を目指し、各府省情報化統括責任者

（CIO）連絡会議を設置した。経済産業省は２００２年１２月～

２００３年３月、省内の一部業務をサンプルとしてEAの試作

を行った。CIO連絡会議は、２００３年３月、「電子政府構築

計画の策定に向けて」と題する同連絡会議申し合わせの中

で、「各府省電子政府構築計画に業務・システム最適化計

5.2 民間企業の取組み（2）

5.3 国内主要ITベンダー等の取組み
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を超える事例を手がけてきた。日本IBM社ではそれらの事例を

参照し、大手金融機関をはじめとするいくつかの企業でEAの

策定を支援している。日本ユニシス社は２００３年９月１８日、企業

の情報化を支援する「ITコンサルティングサービスLUCINA」

の内容を刷新した。この中でEAの策定支援を明確に打ち出し

ている。また、ITガバナンスを強化するためのサービスも提供

する。日立製作所社は２００３年１１月１日、EAを基にした、電子

政府/電子自治体を実現するためのコンサルティング、システ

ム導入サービスを開始した。このサービスでは業務を基に情報

システム構築の上流工程の計画を決定する「HIPLAN」や、

システム開発方法論「HIPACE」等を利用する。富士通社は

SDEM２１（標準プロセス体系）、CNAP- Ⅱ（開発技法）、

TRIOLE（IT基盤）等を利用してEAの策定支援を行う。また、

EAの策定や保守に関わるエキスパートの育成を行っている。

また、CIO補佐官を輩出しているデュオシステムズ社、ヘッドス

トロング社、ベリングポイント社等もサービスやソリューショ

ンを提供している。

EAはITシステムを利用する政府、地方自治体や、民間企業

のすべてで有効な概念であり、方法論であるが、EAへの取組

みにおいては、以下に示すように、いくつか注意すべき点があ

る。EAの成果物である現状モデル、理想モデル、次期モデル

等を組織の全業務、全システムに対して、一斉に作成すること

は特に大企業の場合、全組織での意識統一、高度なスキルを持

つ多数の人材確保等の課題があり、非常に困難である。最初は、

組織のある業務と関連するシステムに対しEAを適用し、そこ

での成功体験をもとに、徐々に適用する業務と関連するシステ

ムの数を増加させて、最終的には組織の全業務、全システムへ

EAを適用するといった戦略的な取組みが必要と考える。また、

一度作成されたEAは、社会環境や情報技術の変化に合わせ、

改訂される必要がある。改訂作業を継続的に行える体制を組み、

適切に改訂できるかどうかがEA適用の成功を左右する。また、

EAとは、あくまでも組織の「全体最適」を目指し、EAの重要

性を的確に理解し、明確なビジョンを持つCIOやCEOによる

リーダシップのもと、中長期的な観点から、戦略を立て、取組

むべきものであるため、「個別最適」でのシステム構築のよう

な感覚で取組むと、失敗する可能性が高い。
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6. EAへの取組みにおける注意点

EAへの取組みは現在、政府や国を代表する大企業を中心に

行われている。これらの組織では主にメインフレームを基幹シ

ステムに利用しているが、メインフレーム系の主力エンジニア

が２００５年～２０１０年に定年退職を迎える（２００７年問題）というこ

ともあり、今から真剣にEAに取組み、メインフレーム系のシ

ステムをオープン系のシステムへ移行させる（レガシーマイグ

レーション）動きが加速すると考えられる。EAの対象は政府

や大企業だけではない。政府と同様の問題をかかえる地方公共

団体や中小企業も対象となる。中小企業では大企業に比べ、業

務やシステムの規模が小さいため、比較的導入が容易であると

考えられる。今後、規模を拡大させる計画を持つ中小企業は、

今からEAに取組むことにより、低コストで将来的に大きな効

果が得られる可能性が高い。これらの動きに呼応し、ITベンダー

からは今後さらに、EAやレガシーマイグレーションに関する

サービスやソリューションが提供されると考えられる。ただ、

これらの利用がEA導入の成功を保証するものではない。EAへ

の取組みはあくまでもEAを利用するユーザーが主体で行うべ

きである。
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