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はじめに�

�

政府は、２００３年度までに世界最高水準の「電子政府」の基盤を構築する「�������

重点計画」（２００１年３月）を策定した。さらに、２００１年６月には「�������� 	

	

プログラム」（平成１４年度ＩＴ重点施策に関する基本方針）においても電子政府・電子

自治体の着実な推進を図るため、行政の情報化及び公共分野の情報通信技術の活用を推進

するとしている。�

電子政府・電子自治体の実現において、行政が電子情報を紙情報と同等に扱うためには、

法制度を整備する必要があり、この対応においては、政府・国会等により着実に実現され

つつある。一方、行政手続きの電子化・オンライン化においては、様々な技術的課題、制

度的課題がなお山積している状況である。すなわち、電子政府推進関連では、電子申請に

おける長大図面や第三者証明書など添付書類の問題の対策及び行政手続きの規制緩和が必

要であるが、その費用対効果が見えにくく積極的な推進がしづらい等の問題がある。また、

電子自治体推進関連では、地方公共団体は地域住民や地域産業と密着した行政の情報化を

推進する必要があるが、その推進を阻む様々な問題が存在する。本報告書は、これらの問

題を調査・分析し、解決策を提言することにより、早期に電子政府・電子自治体を実現す

ることに寄与することを目的とする。�

本報告書は、（財）ニューメディア開発協会が平成１３年度電子政府行政情報化事業

（オンライン制度的課題への対応）の一環として、情報処理振興事業協会から委託を受け、

「オンライン制度的課題への対応における電子政府関連の諸課題への対応」に係る複数の

テーマについて調査分析し、取り纏めたものうちの１つである。�

本報告書が、電子政府・電子自治体の構築等、行政情報化に関係する方々や関心がある

方々の一助になれば幸いである。�

�

平成１４年３月�

財団法人ニューメディア開発協会�
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 本調査報告書は複数のテーマについて、それぞれ独立して調査し、取り纏めている。全

体構成は、以下のとおりである。�

�

「オンライン制度的課題への対応における電子政府関連の諸課題への対応」�

�

第１編：電子政府推進に係る規制緩和関連調査�

����（その１）ライセンスリポジトリ方式の制度的及び技術的課題に関する調査研究�

����（その２）規制緩和による費用対効果に関する調査研究�

����（その３）北米における電子政府の実態・推進体制に関する調査�

����（その４）北欧の電子政府構築における個人情報保護に関する調査�

����（その５）代理申請のあり方に関する調査研究�

����（その６）電子申請に関するインセンティブの可能性調査�

�

第２編：電子自治体の実現に向けた地方公共団体のアウトソーシングに関する調査研究�

����（その１）地方公共団体の実態調査�

����（その２）地方公共団体のアウトソーシングに関する研究�

�

以上�

����������������������������������������������������������������������������
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≪目≪目≪目≪目    次≫次≫次≫次≫�

北米北米北米北米電子政府構築の実態と課題電子政府構築の実態と課題電子政府構築の実態と課題電子政府構築の実態と課題    ～次世代電子政～次世代電子政～次世代電子政～次世代電子政府への挑戦～（概論）府への挑戦～（概論）府への挑戦～（概論）府への挑戦～（概論）���������� ��

第第第第 �章章章章    米国における電子政府の概要米国における電子政府の概要米国における電子政府の概要米国における電子政府の概要 �������������������������������������������������������������������� ���

１．ブッシュ政権の電子政府構想 ���������������������������������������������������������������������������������������������
�

２．経緯－ブッシュ政権の電子政府構築への歩み�������������������������������������������������������������������

３．ブッシュ政権における電子政府推進体制の概要����������������������������������������������������������������

４．電子政府へ向けての課題と改善策 ���������������������������������������������������������������������������������������

５．電子政府推進の戦略 ������������������������������������������������������������������������������������������������������������	��

６．連邦政府職員の不足と電子政府 ����������������������������������������������������������������������������������������	��

第第第第 ��章章章章    米国における電子政府の推進体制米国における電子政府の推進体制米国における電子政府の推進体制米国における電子政府の推進体制 ����������������������������������������������������������� ���

１．行政管理予算局（��������������	�
����������	��） ������������������������������������������������

２．大統領マネージメント評議会（����������������	�
����������） �������������������������

３．省庁横断型電子政府タスクフォース（��������
����������	��������������） ����

４．���評議会（�����������
���������������������）�����������������������������������������������������	�

（１）���評議会の概要と役割 �����������������������������������������������������������������������������������������	�

（２）���に関する現状と分析 �������������������������������������������������������������������������������������������

５．連邦調達庁（�������������������
�����������）�����������������������������������������������������������

第第第第 ���章章章章    政府ペーパーワーク削除法（政府ペーパーワーク削除法（政府ペーパーワーク削除法（政府ペーパーワーク削除法（�	
�）））） �������������������������������������������������� ��

１．����制定の背景 ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������	�

２．����の概要 ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

２．１ ����のゴール ������������������������������������������������������������������������������������������������������������

２．２ ����に関する連邦政府の推進体制 ������������������������������������������������������������������������

２．３ 電子認証技術 ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������

２．４ 既存法律との係わり、および、改正作業の進捗状況 �������������������������������������������

３．����の進捗状況 ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

３．１ 政府機関による ����実施計画の報告状況 �����������������������������������������������������������

３．２ ����の対象件数と電子化の進捗状況 ��������������������������������������������������������������������

３．３ 電子署名の導入状況 ���������������������������������������������������������������������������������������������������

３．４ 機密情報を含む情報の取引状況 �������������������������������������������������������������������������������

４．����実施に対する障害 ��������������������������������������������������������������������������������������������������������

４．１ ����実施にかかる費用の負担 ��������������������������������������������������������������������������������

４．２ システム・アーキテクチャと技術インフラストラクチャの欠如������������������������

４．３ セキュリティ・プライバシーへの懸念 �������������������������������������������������������������������

４．４ 記録管理の負担 ���������������������������������������������������������������������������������������������������������
�

４．５ ��人材不足�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�

５．����遵守に向けた対策 ��������������������������������������������������������������������������������������������������������

６．最新の動き �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������	�

第第第第 ��章章章章    電子政府にお電子政府にお電子政府にお電子政府における情報管理体制ける情報管理体制ける情報管理体制ける情報管理体制�������������������������������������������������������������� ���

１．電子申請の取組み状況 ����������������������������������������������������������������������������������������������������������

１．１ 長大データの取り扱い ����������������������������������������������������������������������������������������������



��� ���

１．２ 電子申請の行政手数料の納付 �����������������������������������������������������������������������������������

２．分散型情報管理システム ���������������������������������������������������������������������������������������������������
	�

２．１ 米国電子申請における４つのフェーズ ���������������������������������������������������������������
	�

２．２ 分散型情報管理システム ���������������������������������������������������������������������������������������
��

３ 電子情報の共有：コラボレーションをめぐる先端的な動き����������������������������������������
��

３．１ 概要 ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��

３．２ 事例：�!�（��"�#$�"�%��!�#�"�&��� �$%�'��"） �����������������������������������������������������
��

３．３ コラボレーション・ソリューション・プロバイダー ����������������������������������������
�

第第第第 �章章章章    プロセス改革とナレッジマネージメントプロセス改革とナレッジマネージメントプロセス改革とナレッジマネージメントプロセス改革とナレッジマネージメント �������������������������������������������������

１．ビジネス・プロセス・リエンジニアリング���������������������������������������������������������������������	�

１．１ 背景 ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������	�

１．２ 政府 ��(手法�������������������������������������������������������������������������������������������������������������

１．３ ��(関連プロジェクトの増加 ���������������������������������������������������������������������������������

１．４ ��(の落とし穴と課題����������������������������������������������������������������������������������������������

２．エンタープライズ・リソース・パッケージ（�(�）導入状況と課題 ���������������������������

２．１ 背景 ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

２．２ 導入状況 ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

３．アプリケーション・サービス・プロバイダー（���）の活用状況 �������������������������������

３．１ 背景 ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

３．２ 米国電子政府における ���の利用状況 �����������������������������������������������������������������

３．３ 連邦政府における ���の導入事例 ����������������������������������������������������������������������	��

３．４ ���の今後の課題 ���������������������������������������������������������������������������������������������������		�

４ ナレッジマネージメント（)�） �������������������������������������������������������������������������������������	��

４．１ ナレッジワーカーの創出 ���������������������������������������������������������������������������������������	��

４．２ 連邦政府における )�導入の背景 �����������������������������������������������������������������������	��

４．３ )�の定義 ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������	�

４．４ 連邦政府における )�導入活動状況 �������������������������������������������������������������������	�

４．５ 電子政府構築における )�ツール需要増大 �������������������������������������������������������	��

４．６ 連邦政府における )�の導入事例 �����������������������������������������������������������������������	��

４．７ )�の今後の課題 ����������������������������������������������������������������������������������������������������	��

第Ⅵ章第Ⅵ章第Ⅵ章第Ⅵ章    米国における電子政府の先端的事例米国における電子政府の先端的事例米国における電子政府の先端的事例米国における電子政府の先端的事例 ������������������������������������������������������ ����

１．単一省庁の事例 ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�

１．１ 電子申請 ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�

（１）電子特許申請システム（�*�+� �&�,"$%��,� ��"��"� ���&�,�"�%�� *�&��#�

�-."�'） ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�

（２）電子リサーチ管理（�&�,"$%��,�(�.��$,/��0'���."$�"�%�） ������������������������������������

（３）サービス・アリゾナ（��$ �,���$�1%��） �������������������������������������������������������������
�

１．２ 情報提供 ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

（１）2�ビジネス・アドバイザー（2�����3.���..��0 �.%$） ��������������������������������������

（２）�� �$%4�,".�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

１．３ 税申告 ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������	�

（１）電子税申告 ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������	�

１．４ 電子調達 ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

（１）スマートペイ（�'�$"��-）���������������������������������������������������������������������������������������

（２）�メリーランド・マーケットプレイス（���$�-&��0���$5�"�&�,�）���������������������
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北米電子政府構築の実態と課題 ～次世代電子政府への挑戦～（概論）�

■次世代電子政■次世代電子政■次世代電子政■次世代電子政府の構築：法的基盤の整備後の実践段階への突入府の構築：法的基盤の整備後の実践段階への突入府の構築：法的基盤の整備後の実践段階への突入府の構築：法的基盤の整備後の実践段階への突入�

ブッシュ政権のもと、米国政府は、次世代の電子政府構築に向けて、弛まない努力を続け

ている。クリントン政権時代に電子政府構築のビジョンが推し進められて以来、米国にお

ける電子政府をめぐるイニシアティブは極めて早いスピードで展開されており、ブッシュ

政権に入ってからも、その動きは衰えるどころか、スピードは加速されつつある。�
 年代

を通して、電子署名法や ����（ペーパーレス法）など、電子政府をめぐる一連の重要な

法律の制定によって法的枠組みが整備され、第一世代の電子政府構築の試みが実施された。

ブッシュ政権では、これらの法的基盤をもとに、バックエンド（業務情報システム）から

フロントエンド（行政サービスデリバリー）に至るまで、電子政府の実践段階に入ってい

るといえる。現在、米国政府は、試行錯誤を繰り返しながらも、第一世代電子政府よりも

さらに洗練・高度化し、かつ市民や企業にとって利便性の高い簡素化された、『次世代電

子政府』に目を据えたイニシアティブを推進している。�

�

■ブッシュ対クリントン■ブッシュ対クリントン■ブッシュ対クリントン■ブッシュ対クリントン�

クリントン政権のもと、行政改革と連邦職員の不足という２つの大きなドライバーに駆り

立てられて、本格的に立ち上がった電子政府イニシアティブは、ブッシュ政権のもと、前

政権の大まかなビジョンは踏襲しながらも、クリントン時代とは一味異なるブッシュ・カ

ラーが鮮明に現れている。�

出典：各種資料を元に作成�

クリントン政権クリントン政権クリントン政権クリントン政権 ブッシュ政権ブッシュ政権ブッシュ政権ブッシュ政権
（����－����） （����－）

マーク・フォーマン
IT電子政府専任高官

ビジョンビジョンビジョンビジョン IT活用による、効率的で質の高
い政府の構築

インターネット活用による、シ
ティズン中心型政府の構築

連邦レベルのス連邦レベルのス連邦レベルのス連邦レベルのス
コープコープコープコープ 単一省庁中心 省庁横断型

全政府のスコープ全政府のスコープ全政府のスコープ全政府のスコープ 連邦政府中心 連邦・州・地方政府の連携

戦略戦略戦略戦略 包括型 短期決戦型
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業務プロセス業務プロセス業務プロセス業務プロセス ��� �


体制体制体制体制 ��� ���

情報システム情報システム情報システム情報システム ��� ���
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リーダーシップリーダーシップリーダーシップリーダーシップ アル・ゴア副大統領

ITを駆使した業務プロセス改革狙い狙い狙い狙い
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■マーク・フォーマンの起用■マーク・フォーマンの起用■マーク・フォーマンの起用■マーク・フォーマンの起用�

ブッシュ政権の電子政府構想のキーパーソンは、民間出身のマーク・フォーマンである。

���（予算管理局）の電子政府専任高官として任命を受けたマーク・フォーマンは、上院

スタッフ時代は �� 政策立案を担当し、��� や 2A��C� では官公庁ビジネスの経験を持つ。

民の強みをよく知りつつ、行政改革の難しさもわかりきったマーク・フォーマンは、これ

までの実績と人脈を生かし、前政権の旗振り役であったゴア元副大統領に匹敵、もしくは

それを凌ぐほどのコミットメントと熱情を持って、ブッシュ政権の電子政府イニシアティ

ブの陣頭をしきっている。マーク・フォーマンは、『ニュー・エコノミー』といわれた史

上まれなる好景気を経験した米国民間セクターの ��効果を公的セクターは享受しないこと

を強く認識し、電子政府を実現することで、無駄と重複をなくし、迅速かつ顧客ニーズを

的確に読みとる行政母体を作り出すことを提唱している。マーク・フォーマンの掲げる電

子政府ビジョンは、民間企業の「株主の価値を高める（7�&3�� %4� �/�$�/%&0�$.）」の発想に

似た「市民の価値を高める（7�&3��%4���"�1��.）」という考えに基づいている。�

�

■■■■���からからからから ���・・・・���へへへへ�

クリントン政権のもとでは、技術至上主義的な考えが強く、最先端の ��を投入すれば、電

子政府はできあがるという発想に陥りがちであったが、ブッシュ政権の電子政府では、��

そのものよりも、業務プロセス、ノウハウ、共有など政府職員の行為や考え方に力点が置

かれている。前政権では、戦略的な �� 活用を行うために連邦省庁に擁立された ��� 職が、

電子政府の推進役であったが、ブッシュ政権では、行政改革、業務プロセスを中心的に推

し進める ���（�/��4����$�"�%��&� �44�,�$）、もしくは、データの流通、ノウハウの共有を

最大限に生かすナレッジマネージメントを指揮する �)�（�/��4� )�%D&�0#�� �44�,�$）が、

電子政府推進の中心的存在になりつつある。これは、米国における電子政府構想は、�� や

インフラ整備などの技術的課題に専念したステージは終わり、ビジネス・リエンジニアリ

ングやナレッジワーカーの創出などを最優先課題とするステージに突入していることを物

語っている。�

�

■「簡素化せよ、統合せよ（■「簡素化せよ、統合せよ（■「簡素化せよ、統合せよ（■「簡素化せよ、統合せよ（���	
������	
）」）」）」）」�

マーク・フォーマンの電子政府構想の理念は、「統合せよ、簡素化せよ（ユニファイ・ア

ンド・シンプリファイ）」という単純明快なスローガンに集約される。米国民の行政サー

ビスに対する期待は日増しに高まっており、市民は、フェデラル・エクスプレスやアマゾ

ンドットコム並みのスピーディーかつフレンドリーな良質のサービスを求めるようになっ

てきている。しかも、限られた予算の中で実施しなければいけない。それには、民間のト

ップクラスの大規模企業が実施している � ビジネスの導入が不可欠であり、無駄と重複の

塊である既存の政府情報システムを「統合化」と「簡易化」することが電子政府構築の鍵

を握ると判断し、相互運営、データの共有化に向けて、政府情報システムを刷新している。
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とくに、��� による �� 予算のチェックをより厳しくすることで、従来のような重複シス

テムの導入をさける体制を作っている。�

�

■省庁横断型イニシアティブ■省庁横断型イニシアティブ■省庁横断型イニシアティブ■省庁横断型イニシアティブ�

とりわけ、マークフォーマンが力を入れているのは、省庁横断型の短期決戦型プロジェク

トである。すでにプロジェクトとして動いているもの、	 年以内に完了するもの、成果が

短期間で現れると期待されるもの、複数の省にまたがるプロジェクトであることなどを条

件に、	�の最優先プロジェクトを実施している。�

�

�

■電子申請のデータの取り扱い■電子申請のデータの取り扱い■電子申請のデータの取り扱い■電子申請のデータの取り扱い�

連邦各省庁は、	

� 年までに行政手続きを電子的に行えるようにするため、電子申請の整

備を急いでいる。��� のレポート（	

� 年 � 月）では、電子化が難しいとされている

“ハイリスク”な行政手続きは 	� 件あり、それ以外の手続きの電子化が全速力で進めら

れている。このように電子申請が普及するにつれて、申請に伴う大量データの取り扱いや

処理方法、手数料の納付など、技術的な問題のみならず、実務上の問題などが発生してき

ており、各省庁は、電子申請をスムーズに、そしてより洗練されたサービスにするために

試行錯誤を繰り返している。電子申請において、申請するデータ容量が年々大規模化して
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きていること、また、音楽や動画などイメージも提出データの中に含まれるようになり、

データの送受信に伴う技術的な問題が発生してきている。連邦省庁を通して、データの送

受信に関する画一的な規定はなく、データ最大容量を制限する（特許庁など、�
 メガ限

定）、容量が大きすぎるため初めからオンライン申請ではなく、�!(�� に落として郵送

する（新薬申請など）ケースなど、省庁によって長大データの対応策はまちまちである。�

�

また、;��<フォーマットや �!*ファイルなど、一般に広く浸透しているフォーマットで

のデータ申請を認めている。監督官庁は、報告義務を課している企業に対して、インター

ネットからダウンロードできる電子申請ソフトを無償配布したり、B�<など特定のフォー

マットを指定する場合、専門的な知識がなくても申請用紙がオンラインで記入できるよう

なツールを配布したりするなど、申請者にとってかなり使いやすいシステムを取り入れて

いる。今後、受領通知や申請データのハイパーリンクの問題、申請用紙と添付資料の取り

扱い、省内の部署における調整など、スムーズな実用に向けて、さまざまな技術的、組織

的、法的問題をクリアしていかなけばいけない。�

�

■電子申請における手数料納付■電子申請における手数料納付■電子申請における手数料納付■電子申請における手数料納付�

電子申請が普及されるに伴い、行政手数料の支払方法も電子的に処理されるケースが多く

なってきている。米国では、支払方法として、単一の方法に絞るのではなく、小切手の送

付やクレジットカードの利用、プレペイド口座の利用、ネットバンキング、電子マネーの

導入など、多様な手段が提供または検討されている。各省やプログラムのニーズ、支払う

側の利便性などを考えて、意図的に多様な支払い方法を確保することで、市民や企業にと

ってよりフレンドリーで使いやすい電子政府を目指している。一方、��-��% に見られる、

数々の省庁に払い込まれる料金の歳入処理を行う、財務省でのバックエンドシステムのイ

ンフラ整備などの動きも活発に見られる。今後、電子政府の一環として、支払い業務の効

率化の成果がますます期待されている。�

�

■情報管理システムの進化（４つのフェーズ）■情報管理システムの進化（４つのフェーズ）■情報管理システムの進化（４つのフェーズ）■情報管理システムの進化（４つのフェーズ）�

米国政府における許認可の申請や情報提出義務のやり方は、情報化の進度とともに発展し

てきており、法規制の整備や新技術の普及とともに進化しつづけている。現在にいたるま

での電子申請の経緯をたどると、情報管理体制の視点において  つのフェーズに分けられ

る。第 �フェーズ（����年以前）は、ほとんど紙ベースで個人・企業などから書類を収集

し、政府側も書類をベースに処理を行うという旧来的なやり方である。第 	 フェーズにな

ると、法的枠組みが整備され、書類申請の電子化が大幅に進み、政府機関は電子化された

文書を管理・保存することになった。第 � フェーズを迎えると、情報がどこで維持・保存

されるかということに焦点が当てられるようになる。従来のように、申請者から政府へと

データ転送し、政府側で送られてきた情報を受理、保管するのではなく、申請者側がデー
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タを保管し、政府側がそれを申請者のサーバーにとりに行くというシステムが試験的に取

り入れられるようになった。このような分散型情報管理システムは、旧来の電子申請のや

り方を覆す、次世代の電子申請アプローチとして注目を集めている。この革新的なアプロ

ーチは、複数の機関に対して、情報開示を求められている場合に効果的である。データ提

供準備が整ったことを関係省庁にメールで通知し、セキュリティの高いサーバー上に情報

をポスティングすることで、関係省庁は、そのサイトに情報を取りに行く形を取る。第四

フェーズは、この分散型情報管理システムをさらに洗練させ、関係者全員がコラボレーテ

ィブに業務を遂行できるようなバーチャルコミュニティ環境を構築管理するシステムを目

指す。�

�

現時点では、国防総省の大型兵器開発システムの実効にコラボレーティブネットワークが

取り入れられており、入札、調達、設計、製造、メンテナンスにいたるまでプロジェクト

のライフサイクルを通して、有効なネットワーク環境を作り出す。この場合、ライフサイ

クルにおいて、多数の機関が出たり入ったりするために、高度なゲートキーピング機能を

持つネットワークが必要とされる。このような高度なネットワークの運営管理は、第三者

事業者が担うことになる。米国の電子政府は、紙から電子へ、集中型から分散型へ、分散

型からコラボレーティブと、次々に進化しつづけており、技術の進歩と法規制の整備とと

もに、さらなる飛躍を遂げていくと予想される。�
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■電子情報の共有：コラボレーションをめぐる先端的な動き■電子情報の共有：コラボレーションをめぐる先端的な動き■電子情報の共有：コラボレーションをめぐる先端的な動き■電子情報の共有：コラボレーションをめぐる先端的な動き�

米国の電子政府の事例の中でも最も進化した形態である、第  フェーズの「バーチャル・

コラボレーシティブ環境」を政策的に裏付けているのは、『統合データ環境

（�!�E��"�#$�"�0� !�"�� �� �$%�'��"）』と呼ばれる概念である。�!� は、政府、元請負事業

者、下請け業者、ベンダー、サプライヤーなど関係者同士が、プロジェクトのライフサイ

クルを通じてバーチャルなネットワーク上で進捗状況を確認し、設計や生産に関する情報

を共有することで、コラボレーティブな作業ができる環境を整えることを目指す。��<�、

ロジスティックス、電子商取引などの概念をすべて取り込んだ高度な概念であり、国防総

省は、�!�実現を調達ルールに盛り込んでいる。�

�

�

�!� は現在、実験的に導入されているが、実例として、ロッキードマーティンが元請負事

業者として受注した「次世代戦闘機（�%��"� �"$�5�� *%$,�）」プロジェクトが挙げられる。ロ

ッキード・マーティンは、下請け事業者である、ノースロップ社や ���システムズ社と共

通プラットフォームを用いて、エンジニアリング、設計、生産計画、プログラム管理、サ

プライチェーン、製品ライフサイクルプロセスなどの業務をコラボレーティブに遂行でき

るネットワーク環境を作っている。発注者の政府側もこのネットワークにアクセスし、審

査や承認を行っている。このような協調環境によって、スケジュールの管理、納期を守り、

コストの予算オーバーを防ぐことができる。現在、先端的な例として国防総省を中心に展

開されているコラボレーティブネットワークは、今後、電子政府の高度化とともに、他の

省庁にも普及していくと予想される。�
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■ナレッジワーカーの創出■ナレッジワーカーの創出■ナレッジワーカーの創出■ナレッジワーカーの創出�

米国連邦政府の電子政府の構築において、最も注目されているイニシアティブとして、ナ

レッジマネージメントの活用が挙げられる。ナレッジマネージメントは、今後、連邦職員

が極端に不足するであろうという問題解決のための手段として、ここ数年、とくに注目を

浴びている。各省庁は、ナレッジマネージメントを導入することで、今後大量に退職する

と予想される職員のノウハウや業務知識を把握・継承し、より少ないスタッフで従来どお

り、もしくはそれ以上の業務をこなせるような体制作りに取り組んでいる。目指すところ

は、ナレッジワーカーの創出であり、�� 環境を整え、ナレッジを意識的に共用する文化を

育むことで、政府職員のエンパワーメントを目指す。連邦政府のナレッジマネージメント

への取組みが活発になってきている事実は、省庁内での �)� の擁立に反映している。

���� 年 � 月、���（連邦調達庁）は、連邦省庁の中で初めて「ナレッジ最高責任者

（�)�E�/��4�)�%D&�0#���44�,�$）」を任命した。現在、連邦政府省庁において、�
 数名の

�)� が存在し、ナレッジマネージメント導入に向けて積極的に取り組んでおり、省庁間の

活動も活発である。クリントン政権の下、��� カウンシルが設置されたが、多くの ��� は、

効果的な電子政府を構築するには、技術導入のみならず、組織のカルチャーや業務プロセ

スの改革が必要であることを認識し、��� カウンシルの下部組織として、「ナレッジマネ

ージメント・ワーキング・グループ」を設置した。��

�

各省庁は、ポータルの構築、コラボレーション各種ツール、グループウェアなどのメッセ�

ジング機能、意思決定支援システム（!�,�.�%���3��%$"��-."�'）、エキスパート（��システ

ム）、データウェアハウジング、コンテンツ管理、上層幹部情報システム（�8�,3"� ��
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��4%$'�"�%�� �-."�'）などの )�ソリューション・ツールを活用し、活発に )�プロジェク

トを立ち上げている。その結果、生産性を高める、顧客サービスを向上する、ベストプラ

クティスを導入する、イノベーションを育む環境を整えるという成果を出している。�

�

■政府電子化の効果をめぐる動き■政府電子化の効果をめぐる動き■政府電子化の効果をめぐる動き■政府電子化の効果をめぐる動き�

クリントン政権では、電子政府構築推進を含む行政改革の成果として、連邦政府職員の削

減、規制文書ページ数の削減など具体的な数字がよく引用されているが、ブッシュ政権に

よる電子政府の成果は、具体的な数値として現れていないのが実情である。その背景には、

政権発足後 � 年余りの活動であるため、具体的な成果が現れてくるには時期尚早である点

が挙げられる。また、ブッシュ政権のもと進められている電子政府の動きは、電子化に伴

う紙、費用、時間、人員の削減という、どちらかといえば単純な『数量的な成果』で現さ

れるフェーズは終わり、情報開示・透明度の促進、デジタルデバイドの解消、フレンドリ

ーなサービスに対する顧客9市民:満足度など、数量では現しにくい『ソフトな側面』や

『質の向上』を求める次元にシフトしてきているという点も挙げられる。�

�

現に、ブッシュ政権では、何ページの削減や連邦職員何人削減などという、具体的な数値

目標は存在しておらず、数値目標があるとすれば、電子政府による連邦行政業務の生産性

効率 �Fアップや予算削減 �F削減など、マクロ的な数字は存在する。電子化がかなり進行

し、次世代電子政府構築の段階に入っている現在、書類が何ページの削減という効果計測

基準はあまり使われていない。また、職員の数という観点からは、人材不足が深刻化して

いるため、少ない人数でこれまで以上の業務を推進するにはどうすればよいか、連邦政府

職員確保をするにはどのようにリクルーティングするか、既存の人材のトレーニングをい

かに効果的に行うか、ノレッジ共有はどのようにするかなどの議論が重要になってきてお

り、米国においていかにヒトを削減するかという点では議論されていない。�

�

一方、個別のプロジェクトごとの投資効果を求める動きはますます顕著になってきている。

各省庁では、電子化に関するプロジェクトを立ち上げる際、まず、予算申請において、電

子化によってどのような成果がでるのか、投資に対する効果があるのかなど、ビジネスケ

ースを提示、説明しなければいけない。このような風潮は、民間セクターの ��プロジェク

トに対する投資効果（$�"3$��%�� �� �."'��"）を明確にするというトレンドを踏襲している。

連邦プロジェクトにおいても、パフォーマンス・マトリックスを用いて、全体件数におけ

る電子化処理件数の割合、処理時間の短縮、処理コストの削減、顧客満足度の向上など、

具体的な数値を用いて各プロジェクトの成否を評価・判断している。また、計測方法にバ

ランスド・スコアカードなど、民間セクターの手法を取り入れ、財務指標だけでなく、ミ

ッションにあった総合的評価を求める動きが顕著になってきている。今後、次世代電子政

府の構築が進行するにつれ、高度で複雑なプロジェクトに見合った評価活動が展開されて

いくであろう。�
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■政府の■政府の■政府の■政府の �トランスフォーメーショントランスフォーメーショントランスフォーメーショントランスフォーメーション�

ブッシュ政権の電子政府が究極的に目指すところは、�� を駆使して行政運営組織を変革す

る『� トランスフォーメーション』である。米国では、��、��、��� に代表されるよう

な有力エクセレントカンパニーが、経営革新の中核に沿えることで、業務改革を成し遂げ、

極めて効率性の高い、効果的な組織へと次々に � トランスフォーメーションを遂げている。

ブッシュ政権においても、『� トランスフォーメーション』をキーワードに、単なる情報

やプロセスの電子化の枠を越え、取引業務の完全オンライン化、省庁横断ポータルなどの

構築、分散情報管理システムを使った政府機関と民間受託業者のコラボレーションなど、

より付加価値の高いプロジェクトを実施することで、従来の組織とは一線を画する新しい

文化と組織編成を達成し、真に市民重視型のサービスモデルを目指している。しかし、

『� トランスフォーメーション』の道のりは長く、連邦、州、地方自治体レベルにおいて

も、��を通して自己変革を遂げようとする努力は始まったばかりである。�

�

このような個々の行政母体のレベルでの改革と同時に、省庁間の横断はもちろんのこと、

さらには、３つの行政管轄地域をまたぐ、米国全体の公的セクターの連携が求められてい

る。ブッシュ政権では、連邦レベルの横の省庁横断型プロジェクトが急ピッチで進められ

ているが、今後は、州、地方自治体を視野に入れた形での連携が不可欠になってくる。現

在、「�% �$�'��"�6�"/%3"��%3�0�$��.」という３つの行政レベルを取り込んだ連携プロジェ

クトも走り出している。このように、米国政府の電子政府への取組みは今後も手を緩める

ことなく継続され、民間セクターと歩調を合わせることで、米国政府は真に、『� トラン

スフォーメーション』を成し遂げようとしている。�
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第 �章 米国における電子政府の概要�

１．ブッシュ政権の電子政府構想�

ブッシュ政権の電子政府構想は、「シティズン中心型電子政府（��"�1������"�$�0� ��

�% �$�'��"）」の実現である。この構想は、米国連邦政府によって進められている行政改

革と密接に関連している。つまり、�� 技術を駆使して行政のビジネス・プロセス・リエン

ジニアリングを成し遂げ、効率のよい市民のニーズに合致した「電子政府」を実現する、

という考え方が、現在の米政府が描いているシナリオである。実際、米国政府は、「電子

政府構想は、予算と業績成果の連携、戦略的な人的資源管理、競争原理を取り入れた外部

発注および財務業績の改善を含む“行政改革”という大きな絵の中に統合されなければな

らない」と述べている�。�

�

図表�� 電子政府構想の位置付け�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

出典：米政府の資料を元に作成�

�

行政改革を進める上でのブッシュ政権のスローガンは、「積極的な小さな政府（�,"� �G� H3"�

&�'�"�0）」である。「積極的な小さな政府」とは、「州政府や市町村、市民に権限を委譲

し、結果に対する説明責任を明確にし、競争による改革を促進する政府」のことを指す。

米政府は以下の �原則を行政改革の柱に据えている。�

• シティズン中心�

• 結果指向�

• 市場ベース�

��������������������������������������������������������
���������������������������������������������� �!��"��#��������"#����������������

���� � ����� ������� ����  �"���� ������� ������� #���"����� ��� ��$���������� ����"����

%&&�年 '月 (日�

行政改革の推進�

電子政府の実現�

インフォメーション・テクノロジーの活用�
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図表�	 行政改革の３原則�

�

�

�

�

�

�

�

�

出典：米政府の資料を元に作成�

�

この � 原則の中の「シティズン中心」の部分が、ブッシュ政権における電子政府構想に当

たる。ブッシュ政権が 	

�年 月 �日に議会に提出した予算教書の中で、シティズン中心

の政府の実現のために、「インターネットによって政府のあり方を変革」することと、

「省庁横断プロジェクトのための資金の予算措置として電子政府基金を設置」することを

明記した�。�

�

�原則の具体的内容は、以下の通りである。�

��������������������������������������������������������
��)��*+���,� ���� 	
��*������-��.�/	0�	����
-��1�!��/�%&&%�2�の第 �項目� 3"04/.
	+��.�/	0�	����/,/0�	��5�
参照�

積極的な小さな政府積極的な小さな政府積極的な小さな政府積極的な小さな政府�

���������������������

シティズン中心� 結果指向� 市場ベース�

ニーズ� 効率・効果� 競 争�
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図表�� �原則の具体的内容�

�

�

�

�

�

シティズン中心
政府�

インターネットを活用したシティズン中心の政府の実現：インターネッ
トにより政府のあり方を変革する�

• 政府ポータルによって各省庁のサービスを提供�

• 連邦政府や州政府の組織の壁を超えた、市民のニーズに合った行政サ
ービスを提供�

�

電子政府基金の創設：省庁横断プロジェクトのための資金の予算措置を
する�

• ��年度予算として ���万ドル、向こう �年間で計 �億ドルを用意�

• 行政管理予算局（������������������������	����������	）が電子政府
に関連する �� プロジェクト支援予算として、この基金の割り当てを
行う�

• 横断プロジェクトには、政府ポータル 


�����	�� ��� やデジタル署
名導入のための !"�開発などが含まれる�

• �##$年に制定された %!&'�推進の予算を含む�

�

�

�

�

結果指向の政府�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

予算と業績結果の連携：国にとって必要であると判断された適切なプロ
ジェクトへの予算割当てだけでなく、%!('�に則り、その投資に見合っ
た結果が出ているかを測定、政府プログラムの効率性や有効性を改善す
る�

• 予算決定と業績結果を統合�

• �##$年に制定された %!&'推進の予算を含む�

�

財務責任の明確化：民間企業がそうであるように、連邦政府各省庁の財
務責任者は、財務諸表監査の際、不適切・不備がないよう責任をもたな
ければならない�

�

政府資金の誤支払の削減：財務責任者は政府の財源が意図した通りに使
われていることに対する責任を持つ�

• ���年、�#�億ドルが間違って支出された�

• より厳密な財務管理を行う�

• 支払ミスを避け、支払ミスが判明したら回収する監査の仕組みをつく
る�

��������������������������������������������������������
��「政府ペーパーワーク削減法（�.�/	0�	�� ��4�/6/7� �1
0
	��
	� ���� ,� �889）」。連邦政府各省庁が
%&&:年までにすべてのペーパーワークを削減し電子化することを定めた法律。�
��「政府業績成果法（�.�/	0�	����/,/0�	����	*���-�1�-�����,��88:）」。議会によって制定された「結果
指向の行政管理」のための法律。実施されている連邦各政府のプログラムが目的を達成しているかを測定
し、そのプログラムの効率性、有効性、説明責任の改善を目指すもの。�

http://www.firstgov.gov/
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�

�

�

�

結果指向の政府�

業績改善のための資本計画の利用：連邦政府各省庁は、��投資への資本
計画と投資管理を行う�

• 連邦省庁は )*��� にのぼる情報システムをサポートする �� 予算とし
て +��億ドルを投資�

• 政府は資本計画と投資管理により、各省庁の戦略・優先順位に即し、
かつ国民の利益に適う成果を達成�

�

重複・非効率なプログラムの排除：時代遅れで非効率な、あるいは民間
のほうが効率のよいプログラムを排除し、優先順位の高い新しいプログ
ラムにリソースを再配分する�

�

業績結果ベースの契約利用の拡大：各省庁はますます外部との契約に依
存するようになっているので、結果主義で契約しなければならない�

�

成功した民間企業の改善方法の採用：顧客へのよりよいサービスを目指
す民間企業に学ぶ�

• 連邦政府の上層指揮系統を減らし、組織をフラット化�

• 上層にいた職員を第一線に配置し、市民と直接接することによりサー
ビスを向上�

• 組織改革のための法的枠組みの提供�

�

�

�

�

�

市場ベースの政
府�

連邦政府内の電子調達標準の作成：インターネットを活用した電子調達
によって、コストを節約・削減する�

• 取引きコスト削減�

• 効果的な在庫管理�

• ベンダー同士の価格競争促進による経費節減�

• ペーパーレス契約への移行�

• 省庁横断的な会計システムによる処理の効率化�

�

競争に対してオープンな政府：市場ベースの価格付けと変革を促進する
ために競争原理を取り入れる�

• 向こう ,年間で �+�億ドルの税金の節約の見込み�

• 国民の利益に直接関係しない活動の洗い出し作業（�##$年から）�

• 競争入札採用により、民間企業が落札したとき平均 ��％の経費節
減、公共部門が落札したときは平均 �％の経費節減になったことが
過去の経験からわかっている�

出典：�「�30#�"�%4�"/��2��"�0��"�"�.��% �$�'��"G�*�.,�&�C��$�	

	」�を元に作

成�
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２．経緯－ブッシュ政権の電子政府構築への歩み�

ブッシュ大統領は、テキサス州知事時代から市民中心型の電子政府を構想していた。そし

て、大統領選挙キャンペーンで公約した通り、	

� 年 月の予算教書で「シティズン中心

型電子政府」への取り組みを明確にした。この時点で電子政府専任高官の任命がなかった

め、「米マスコミで一時、ブッシュ政権は電子政府に熱心ではないとの噂が流れ」たが�、

� 月に �� 電子政府専任高官を任命、� 月の「大統領マネジメント・アジェンダ（�/��

�$�.�0��"�.�����#�'��"��#��0�）」で電子政府実現への具体的アクションを打ち出し、�
月

に重点的に取り組むプロジェクトを選出するなど、電子政府構築への動きが加速した。�

�

ブッシュ政権の電子政府構築における主要な歩みは以下の通りである。�

�

□「シティズン中心型電子政府」構想の公式見解発表�

ブッシュ大統領は、	


 年の大統領選挙キャンペーン中で、シティズン中心型電子政府」

構築と電子政府専任高官「��ツァー（,1�$）」の任命を公約した�。	

�年 月に提出され

た予算教書で、「シティズン中心型電子政府」の実現が明確に謳われた。�

�

□��電子政府専任高官の任命�

	

�年 �月、電子政府法案（���% �$�'��"��,"�%4�	

�）が提出され、連邦 ���を設立すべ

きだという議論が展開された。法案を提出したのは、ジョセフ・リーバーマン上院議員

（�%.��/� ��� <��H�$'��、コネチカット州、民主党）やコンラド・バーンズ上院議員（�%�$�0�

�3$�.、モンタナ州、共和党）らで、��� の政策関連副局長が連邦 ��� を兼任し、強力な

リーダーシップを持たせるという案であった。この法案は現在審議中だが、法案とは別に、

��� は �� 電子政府専任高官（�..%,��"�� !�$�,"%$� 4%$� ��4%$'�"�%�� ��,/�%&%#-� ��0� ��

�% �$�'��"）を設置し、	

�年 �月末、マーク・フォーマン氏をこのポストに任命した。�

�

□大統領マネージメント評議会の設置と役割強化�

	

� 年 � 月 �� 日、大統領書簡により「大統領マネージメント評議会（���：�$�.�0��"�

����#�'��"� �%3�,�&）」が改めて設置された。��� はクリントン政権時代から設置され、

連邦政府の運営全般に関わる責任を負っていたが、あまり重要な役割を果たしていなかっ

た。ブッシュ政権は ���を強化することで ���の行政改革へのコミットメントを明確に

し、行政改革の重要なイニシアティブである電子政府計画を推進する体制を固めた。�

�

��������������������������������������������������������
�平間安英��「ブッシュ米政権における電子政府推進の本格始動」を参照�
�
��% �$�%$���%$#��6���3./�I��""��#�(�.3&".�4$%'��% �$�'��"GI��/�&�0�&�/��G�����.-& �����*$�0�-G�

�3����G�	


を参照�
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□省庁横断型電子政府タスクフォースの設置と重点プロジェクトの選出�

	

�年 �月 ��日、���局長より、省庁横断電子政府タスクフォースが設置され、タスク

フォースに対し、電子政府実現に大きな影響を与える重要プロジェクトを選出するよう要

請がなされた。	

�年 �月 	�日、���により、行政改革の進捗についての経過報告であ

る「大統領マネジメント・アジェンダ」が出された。連邦政府が直面している運営・管理

上の � 項目に焦点を当てており、� 項目のうちの � 項目が連邦政府イニシアティブ関連

である。その１項として、電子政府の推進状況が効率よく進んでいないことが述べられて

いる�。	

�年 �
月 �日、���は、省庁横断型電子政府タスクフォースによって選ばれた

重点プロジェクト候補のうちの 	�を承認した。�
月 ��日に、選ばれたそれらのプロジェ

クトの内容が発表された。これらの重点プロジェクトの予算措置がなされたあとで、正式

に発表される予定である。�

�

図表� ブッシュ政権の電子政府実現への歩み�

���年 -月� 大統領選挙キャンペーン中、電子政府構想を打ち出し、「シ
ティズン中心型政府」構築を公約�

���年 �月� ブッシュ政権発足�

���年 +月� 予算教書で「シティズン中心型政府」を正式発表�

���年 ,月� 「電子政府法」案提出、連邦 .��設立をめぐる議論が展開�

���年 )月 �+日� ���局長、��電子政府専任高官としてマーク・フォーマンを
民間から起用・任命を発表�

���年 -月 ��日� 大統領書簡により、「大統領マネージメント評議会
（!�.）」設置。電子政府推進も含め、連邦政府の運営全般
に関わる責任を役割を確認・強化�

���年 -月 �$日� ���局長のメモランダムにより、「省庁横断型電子政府タス
クフォース」が設置。電子政府推進にあたり重要な重点プロ
ジェクトの抽出を要請。�

���年 $月 ,日� ���、「大統領マネジメント・アジェンダ（�/��!�������	0��

���������	�'�����）」を発表�

���年 ��月 �日� !�.、省庁横断型電子政府タスクフォースによって選ばれた
重点プロジェクト候補のうちの �を承認�

���年 ��月 �)日� 選ばれた �の重点プロジェクトの内容を発表�

出典：米政府の資料を元に作成�

��������������������������������������������������������
��)�����/�-
*�	�5-���	�+�0�	���+�	*����
-��1�!��/�%&&%�2�を参照�
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３．ブッシュ政権における電子政府推進体制の概要�

電子政府構想は、ブッシュ大統領のイニシアティブのもと、行政管理予算局（���：

�44�,�� %4�����#�'��"� ��0��30#�"）によって推進されている。電子政府推進の施策やガイダ

ンスなどは、���のイニシアティブによって決定される。電子政府に関する施策の総責任

は ���局長にあり、その下で ��・電子政府専任高官が現場の統括責任を持つ。�

�

図表�� 電子政府推進体制�

�
�

出典：米政府の資料を元に作成�

�

��������	�
�

���・電子政府専任高官・電子政府専任高官・電子政府専任高官・電子政府専任高官��

省庁横断型電子政府省庁横断型電子政府省庁横断型電子政府省庁横断型電子政府�
タスクフォースタスクフォースタスクフォースタスクフォース�

���評議会評議会評議会評議会�

調達執行官評議会調達執行官評議会調達執行官評議会調達執行官評議会�
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（主要政府機関）�

省庁横断型電子政府タスクフォースは、連邦政府
における電子政府対策を加速するため暫定的に設
置されたプロジェクトであり、���のフォーマン
��・電子政府専任高官が主導している。����年 ��

月には、今後 �年間で達成するべく、影響度の高
い、そして連邦政府機関を跨るような電子政府イ
ニシアチブに関して、�	の項目からなるリストを
作成している。


����
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電子政府推進の鍵となる責任者、組織、役割の概要は以下の通りである。各組織の役割り

や電子政府構想との具体的関わりについては、第 ��章で詳しく述べる。�

�

① ��・電子政府専任高官：マーク・フォーマン氏（��$5�*%$'��G��..%,��"��!�$�,"%$�4%$����

��0����% �$�'��"G��44�,��%4�����#�'��"���0��30#�"�9���:）�

��・電子政府専任高官は、	

� 年 � 月、��� によって民間から ��・電子政府専任高官と

して起用・任命されたマーク・フォーマン氏が務める。フォーマン氏は電子政府推進の現

場における統括責任者であり、ブッシュ政権の電子政府実現のキーマンである。フォーマ

ン氏の主な役割は、以下の通りである。�

• 連邦政府全体の ��政策の導入監督�

• 電子政府基金の統括管理�

• 連邦省庁の ���任命に対するアドバイス�

• 連邦省庁の ��関連の取り組みの監督とアドバイス�

• ���が担当すべき法令関係の監督責任�

�

このほか、���により設置された省庁横断型電子政府タスクフォースの長として連邦政府

の電子政府に関するアクション・プランの策定も担当している。フォーマン氏は、民間セ

クターと政府の職にほぼ交互に就きながらキャリアアップしており、ホワイトハウス入り

前はユニシスの電子商取引・電子政府部門の副社長（ �,���$�.�0��"）であった。�

�

② 省庁横断型電子政府タスクフォース（��"�$�#��,-����% �$�'��"���.54%$,��

	

� 年 � 月、��� 局長によって「省庁横断型電子政府タスクフォース」が設置され、電

子政府推進にあたって重点的に取り組むべきプロジェクトの選出が要請された。省庁横断

型電子政府タスクフォースは、各省庁からの上級電子政府担当者で成るグループで、マー

ク・フォーマン氏主導のもと、「省庁横断的である」「すでに実施されている」「	 年以

内に稼動可能」といった � つの基準を設け、重点プロジェクトを選んだ。このタスクフォ

ースは暫定的なものなので、役割を終えたら解散される可能性もある。あるいは、今回の

タスクのあと、別のタスクを与えられ、存続していく可能性もある。�

�

③ 大統領マネージメント評議会（���：�$�.�0��"�����#�'��"��%3�,�&）�

���は、主要な省庁の最高業務責任者である ���（�/��4����$�"��#��44�,�$）、連邦調達局

（ ��� ： ����$�&� ��$ �,�.� �0'���."$�"�%� ） や 人 事 局 （ ��� ： �44�,�� %4� ��$.%���&�

����#�'��"）の代表者等から成る非公式の評議会で、電子政府政策の策定にも大きな影響

力がある。クリントン政権時代に設置されたもので、ブッシュ政権になって電子政府に焦

点を当てた形でその役割が強化された。���は 	

�年 �
月、省庁横断型電子政府タスク

フォースが選出した重点プロジェクトを承認した。�
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�

④ ���評議会（�/��4���4%$'�"�%���44�,�$.��%3�,�&）�

各省庁の ���から成る、��政策全般に関わる調整・指導の役割を担う。����年 �月に行政

命令によって設置された評議会である。政府全体の �� マネジメントのための政策・手続

き・標準に関する勧告を行うことなどを目的としている。省庁横断型電子政府タスクフォ

ースが選出し、��� が承認した重点プロジェクトは、��� 評議会のイニシアティブによっ

て実施されていく予定である。�

�

⑤ 連邦調達局（���：����$�&���$ �,�.��0'���."$�"�%�）�

��� は、政府機関のための物品・サービスを調達する役割りを担っている。電子政府に関

しては、���と密接に協力しながら、公開鍵基盤（�)�：�3H&�,�)�-� ��4$�."$3,"3$�）など電

子政府実現に関わる重要な技術インフラ整備を行っている。�
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４．電子政府へ向けての課題と改善策�

� 月 	� 日、��� より「大統領マネジメント・アジェンダ」が発表された。行政改革の成

果改善を目的としたもので、ブッシュ政権が直面している運営管理上の問題点を �項目に

わたって指摘した。�項目のうちの �つが、連邦政府全体が取り組むべき重点項目となっ

ており、そのうちの１つが電子政府である。残りの � 項目は、連邦各省庁が個別に取り組

むべきイニシアティブとなっている（図表 �参照）。�

�

電子政府のイニシアティブについて述べられている第  項目「�8���0�0� �&�,"$%��,�

�% �$�'��"」の冒頭では、電子政府に関するブッシュ氏の選挙公約が掲げられ、ブッシュ

政権が考える「シティズン中心電子政府」の国民にとっての意義を再確認している。続い

て、��導入により民間部門の生産性が 
％も向上したのに対し、�
億ドルもの ��投資を

行う連邦政府は、投資に見合った成果をまだ生み出していないことを指摘、電子政府推進

が目立った成果を出していない主要因を  点挙げ、改善策としてのイニシアティブと期待

される成果について述べている。�

�

図表�� 「大統領マネジメント・アジェンダ」の �項目�

�% �$�'��"�D�0�����"��"� �.�

��� �"$�"�#�,�����#�'��"�%4�;3'�������"�&�

	�� �%'��"�"� ���%3$,��#�

��� �'�$% �0�*����,��&���$4%$'��,��

��� 
��������
���������������������

��� �30#�"���0���$4%$'��,����"�#$�"�%��

�$%#$�'����"��"� �.�

��� *��"/���.�0���0��%''3��"-����"��"� ��

��� �$� �"�1�"�%��%4���&�"�$-�;%3.��#�

��� ��""�$�(�.��$,/���0�!� �&%�'��"��� �."'��"��$�"�$���

��� �&�'���"�%�� %4� *$�30� ��0� �$$%$� ��� �"30��"� ��0� �$%#$�'.� ��0� !�4�,���,��.� ���

*����,��&�����#�'��"�

�
�� ;%3.��#���0�2$H���!� �&%�'��"���0���$4%$'��,��

���� �$%�0���0�;��&"/���.3$��,���% �$�#��"/$%3#/��"�"�����"��"� �.�

�	�� ��>(�#/"���1�0@�� �$.��.��$�.��,��

���� (�4%$'�%4�*%%0���0��$%#$�'.�

��� �%%$0���"�%��%4�7�"�$��.��44��$�.���0�!�4��.���$%#$�'.���0��-."�'.�

出典：「大統領マネジメント・アジェンダ」�	

�年 �月 	�日�

電子政府推進の問題点
と改善イニシアティブ
が述べられている�
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□電子政府推進における主要な問題点�

① 政府機関は、市民のニーズに沿ってではなく、自らの機関のニーズにいか

に適うかで �� システムを評価している。たとえばどれだけ職員の労働時間

が減るかによって評価しても、実施されたプログラムの成果による評価は

していない。また、自分たちの �� システムを、自らの機関がやるべきであ

ると考えられている仕事に関連した基準で評価していない。�

�

② ���
 年代に民間企業が単に少し機能アップしたタイプライターや計算機と

してコンピュータを使いがちであったように、政府機関は ���
年代、��を

新しいより効率的なソリューションを生み出すために使うのではなく、既

存のプロセスの自動化のために使っている。�

�

③ �� はいまでは時代遅れの官僚の縦割組織を壊す機会を提供しているが、残

念ながら政府機関はこの機会を逆に脅威として捉え、とっくの昔に本来の

目的を失っている命令系統を維持するために、無駄で重複する投資を行っ

たりする。たとえば、財政システムは調達システムとは切り離されてしば

しば自動化され、その調達システムは、注意深く人事管理システムから分

離される。そのためコストがふくらみ、節約の可能性は最小限にとどまっ

てしまう。�

�

④ 多くの政府機関は、彼らの �� システムの相互運用に考慮しない。たとえば、

退役軍人省は部内に退役軍人向けのオンライン・フォーラムをつくったが、

互換性がないために省内の他部門にその情報をプリントアウトして郵送し

なければならないことが判明した。退役軍人省はいま、部門間の �� システ

ム相互運用接続を目指しているが、米連邦政府のすべての機関が相互接続

に熱心なわけではない。�
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□「シティズン中心」の電子政府実現のための４つの具体戦略�

ブッシュ政権が目指すシティズン中心の電子政府実現のための具体的な戦略として、次の

４つのカテゴリーを掲げている。�

① 個人（�	�）…利用者が行政サービスを簡単に見つけられる単一窓口（ワ

ン・ストップ・サービス）を提供する。�

② 企業（�	�）…企業が政府に対して行う申請や報告書の負担をできるだけ軽

減する。�

③ 政府間（�	�）…連邦各省庁、州、地方政府との間の情報共有をスピード

アップし、より簡単にする。�

④ 政府機関内（��"�$��&� �$%,�..）…連邦政府期間内のコストを下げるために内

部プロセスを自動化する。�

�

図表�� シティズン中心電子政府の４つの具体戦略�

出典：米政府資料を元に作成�

�

□期待される成果�

• 市民に対して、電話でも、窓口でも、ウェブでも、同じように高い品質の行政サー
ビスを提供する。�

• 政府とのビジネスを行うに際しての費用と煩雑さを減らす。�
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• 政府の運営費用を削減する。�

• 市民に行政サービスへのよりよいアクセスを提供する。�

• 障害をもつ人に、政府機関のウェブサイトと電子政府アプリケーションへのよりア
クセスを提供する。�

• 政府の透明性と説明責任を高める�
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５．電子政府推進の戦略�

�� 電子政府専任高官マーク・フォーマン氏は、就任直後から、電子政府の実現に向けて精

力的な取り組みを始めている。	

�年 �月に開催された「���% � 	

�」カンファレンスで

は、世界 	� か国から参加した ��・電子政府関係者や企業・ベンダーに対し、電子政府構

想のビジョン、電子政府が意味するもの、現在の連邦政府が抱える課題、電子政府実現の

方策などについて講演を行った�。以下は、フォーマン氏による、電子政府推進の取り組み

戦略である。�

�

□電子政府のビジョン�

フォーマン氏によると、電子政府のビジョンとは、「市民にとっての連邦政府の価値を高

めるためのもっとも重要な改善手段」であり、有効性、効率、サービス提供を改善する目

的で政府運営を変革するためにデジタル技術を利用することを意味する。このビジョンを

達成するためには、以下の �つの原則を踏まえなければならないとしている。�

• 「大統領マネジメント・アジェンダ」の重要な構成要素�

• 市場ベース、結果指向、市民中心�

• 統合化と簡素化�

�

□具体的成果の追求－	�の省庁横断プロジェクト�

	

�年 �
月半ば、電子政府実現のための 	�の省庁横断重点プロジェクトが選出された。

これらは、「大統領マネジメント・アジェンダ」で述べられた４つのイニシアティブに分

類されている。たとえば、�	�（対個人）では、オンラインでの税申告やローン申し込み、

�	�（対企業）では、連邦政府試算売却手続きや企業が遵守すべき法律やルールに関する

ワンストップ・サービスなどである。連邦政府間のプロジェクトとしては、助成金申請、

災害援助と危機対応など、省庁内におけるプロジェクトとしてはオンライン・トレーニン

グや雇用のためのワンストップ・サービスなどがある�。�

�

これらの重点プロジェクトは、フォーマン氏が率いる「省庁横断型電子政府タスクフォー

ス」が候補を出し、��� が承認したものである。連邦政府の改革のための投資に対する効

果を最大にするため、「できるもの、効果があがるもの、影響力が大きいものから着手し、

具体的な結果に結びつける」という基準によって選出されている。�

��������������������������������������������������������
��「��+.� %&&�」カンファレンスは、毎年 ' 月にワシントン �;#;で開催される電子政府に関する全米最大
規模の会議。今年は %&&�年 '月 8日～�%日に開催され、世界 %:か国から計 �(�&&&人が参加した。最終日
にマーク・フォーマン氏が講演を行った。政府ポータル、情報セキュリティ、サーバー密輸、電子政府関
連法規制、電子政府プロジェクトの成果評価法など、電子政府関連の幅広いテーマが取り上げられた。�
��)����	��/-��44/.�1�,���+.�41�	-��%:�4/<���-���5*�=>���	�
1��6�
��,
	�1��44/.�1��	*�,�	*
	+�2����=�/�%%��

%&&������4?@@666;+�	;�0@%&A:�@	�6-@�':B&��;��01�
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□連邦政府における ��投資と効果�

ブッシュ政権は、�
 億ドルという予算を �� への投資として見込んでいる。フォーマン氏

は、その �
億ドルという金額が連邦政府の ��投資として多すぎるの不十分なのか定かで

はないが、�� 投資の費用対効果が最大となるよう管理していかなければならないとしてい

る（図表 �参照）。�

�

フォーマン氏は「重複した情報収集管理体制を取り除くことで、	G�

 億ドルを節約でき

る」試算している。これとは別に、��� は 	

� 年度予算案を提出した各省庁に対し、

「電子政府イニシアティブや他の行政改革イニシアティブを活用して、現在の予算案に対

し �％削減を努力してほしい」と要請している。�

�

電子政府構想は、連邦政府の効率化を目指した行政改革の重要な部分を成すものだが、

「電子政府実現によって職員数を減らそう」といった人事面での議論は今のところ見当た

らない。むしろ、「今後連邦政府の人手不足が大きな問題に発展するので、行政運営に支

障が出る前に電子政府を実現し、人手を増やさなくても今まで以上の質の行政サービスを

よりスピードアップして提供できるようにしよう」という論議が基本にあると思われる。�

�

図表�� 連邦政府の課題と ��投資成果�

慢性的な課題� 連邦政府のチャレンジ：�

��投資効果を最大化すること�

�

• 「自動化の孤島（ ������� ���

'�	���	���）」から得られるも
のは少ない�

• 気まぐれな購買�

• テクノロジーはよいマネジメ
ントにとって代われないが、
望ましい行政管理にはテクノ
ロジーが必要�

• �� 担当部門と実務部隊とのコ
ミュニケーションギャップ�

• 電子政府に関するビジネスモ
デルとビジネスインフラの事
例が足りない�

• わずかなパフォーマンス・プ
ランしかまだ成功していない�

�

�

• %�*� %%*� %. の合計 ,*)��

にのぼる取引きをオンライン
化�

• 約 �*��� の政府間取引をオン
ライン化�

• �*��� 万ページにのぼる連邦
政府各省庁のウェブページの
運営�

• 各省庁の業績計画を �� 投資
に見合う形にする�

出典：「��#% � 	

�」カンファレンスでのマーク・フォーマン氏のプレゼンテーション資
料を元に作成�
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□統合化と簡素化（2��4-���0���'�&�4-）�

フォーマン氏は、電子政府を実現するためには、成功している民間企業の � ビジネス事例

を導入する必要があるとし、連邦政府のビジネスプロセスの「統合化」と「簡素化」が鍵

であるとしている。�

�

フォーマン氏によれば、�
の主要な連邦政府省庁と、		の主なビジネスラインがある。ビ

ジネスラインとは、たとえば、「経済開発」「災害対策」「許認可」「助成金」「課税」

といった業務を指す。ビジネスラインの統合とは、次のような意味になる。		 のビジネス

ラインは、図表 � に示すように、『政策立案』『プログラム運営』『（法律や規則の）遵

守』の �つに分類されている。�

�

図表�� �つのビジネスライン�

政策立案�

• 1����	���!��2���������3注4�

• &��������1� ���2���	�

• ��	������5�����	6*�7�������
(���	�����8�1�������

• !�9����5���	6�
• (�����	��6:.���	����

�

プログラム運営�

• '���	����������	�

• 1�������8���	������5�����	6�
�2���	�����

• 1�2�����6�

• 1����	���(��2�����
���������	�3注4�

• &����6�!�����	����
• %���	�;<�����
• ����������
• !����	�;<���������

• 5������5�� ����=�����	��6�
������	�*���:�����3>���	/*�
��	��	���*�8�>������4�

• (�����	����8���	�����
(���������

• (81�5�������

遵 守�

• .��������5���	6�

• &� �������	����������	�

• <�9���
• <�
�&���������	�����
�	/���(�����	��6�
.��2�������3����*�
.��������	����4�

• ��?�.�����	����
• ������3��2��	;&?2��	4�

• �����2��	�	����

9注: 「!�.�."�$��$���$�0��..」と「!�.�."�$�(�.�%�.������#�'��"」は、ひとつのビジネスラ
インであるが、政策立案とプログラム運営の視点からは分割して表記される。�

�

出典：��$5�*%$'��G�>�,/�� ��#�"/��7�.�%��%4���% �$�'��"G@���"�$�#��,-�(�.%3$,�.�����#�'��"�

�%�4�$��,��のプレゼンテーション資料G����"�'H�$�	

��

�

たとえば、経済開発ビジネスラインをもつ省庁は 	 ある�	。これらの省庁は、それぞれが

別々の業務システムを使って経済開発関連の業務を行っており、各省庁のシステムは相互

運用されておらず、データも共有されていない。フォーマン氏が目指すのは、こうした重

��������������������������������������������������������
�����/7��/0�	��)���
�.
	+�����$
-
	�,���.�/	0�	��2�"��#�のプレゼンテーション資料����4��0=�/�%&&��
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複するシステムを統合し、データを共有し、ビジネスラインごとに統合されたシステムを

構築することにある。�

�

図表にあるように、統合化は連邦省庁におけるビジネスラインの統合から着手し、次に連

邦省庁と州・地方政府の間におけるビジネスラインの統合を行う。�

�

図表��
 「統合化」と「簡素化」�

統合化（@���6）� 簡素化（5��2���6）�

&ビジネスも電子政府も、自動化の孤
島（����������'�	���	���）」を統合し
なければ達成されない。�

その一方で、プライバシー保護と安
全な取引き環境の整備が必要�

すぐに統合化するもの�

• 連邦省庁間におけるビジネスライ
ン�

来年に統合化するもの�

• 異なる部署にまたがるビジネスラ
イン�

• 連邦・州・地方政府間にまたがる
ビジネスライン�

�

テクノロジーによる恩恵を最大化す
るために、ビジネスプロセスを簡素
化しなければならない�

過去に行われた自動化は役に立たな
い�

• 最新の �� を使い、新たな可能性を
求めてビジネスプロセスを再構築�

• 新たに統合された情報の流れを活
用�

結 果�

• より速く、安く、効率的なビジネ
スプロセスの実現�

出典：「��#% � 	

�」カンファレンスでのマーク・フォーマン氏のプレゼンテーション資
料を元に作成�

�

□統合化された行政サービスの構造�

フォーマン氏が描く「統合化された行政サービス」の構造は、図表 ��のようになる。互換

性のなかったシステムを統合し、連邦省庁内や連邦省庁間、連邦各省庁と州・地方政府間

でデータや情報を共有することにより、行政にとって無駄なビジネスプロセスを減らす。

これは利用者（市民・企業）の視点から見ると、何度も同じ書類を提出しなくてよい、あ

るいは、一つの行政サービスを受けるために異なる省庁に出向かなくてよい、といった負

担軽減につながる。�

�

この統合化された行政サービスの構造は、「インフォメーション・バリュー・チェーン

（��4%$'�"�%��7�&3���/���.）」である。利用者から提供された情報やデータは、政府内に蓄

積され、必要なときに取り出され、必要な部署に配布される。配布されたデータは行政サ

ービスのために利用され、状況によっては新しいデータが追加されたり、データに変更が

加えられたりして、再び蓄積される。このプロセスを政府内・政府間で繰り返す。�

＆＆＆＆�
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図表��� 統合化された行政サービスの構造�

�

出典：「��#% �	

�」カンファレンスおよび �(���におけるマーク・フォーマン氏のプレ
ゼンテーション資料を元に作成�
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□効率的な「クリック＆モルタル」政府�

ブッシュ政権が目指すのは、最終的には無駄のない効率的な、市民のニーズに応えること

のできる「クリック＆モルタル」政府の実現である。電子政府実現への努力は、最初に述

べたように行政改革への努力である。ブッシュ政権は、一般企業がビジネスを行う際に当

然であるとして取り組んできていることを、行政も同様な形で取り組んでいくべきである

と考えている。たとえば、「顧客中心（＝市民中心）」「ビジネスプロセスの効率化（無

駄・重複の排除）とコスト削減」「競争原理導入とコスト削減」「迅速なサービスによる

顧客満足増進」「成果の評価と費用対効果の測定」などである。�

�

□ブッシュ政権の電子政府構想イニシアティブの特徴�

以上で述べてきたことから、ブッシュ政権の電子政府構想イニシアティブの特徴は次のよ

うに整理することができる。�

• シティズン中心型電子政府の実現�

• 電子政府実現は、行政改革と密接に関連�

• 民間の経営手法の採用－顧客およびパフォーマンス重視�

• 短期決戦型�

�

□マーク・フォーマン氏により拍車がかかる電子政府構築へ向けての動き�

ブッシュ政権が発足して約 � ヵ月が過ぎた現在、フォーマン氏のリーダーシップにより、

米連邦政府の電子政府構築に拍車がかかってきている。重点プロジェクトが予算化され、

実際にプロジェクトが進み始めれば、より具体的な成果が現れてくるものと思われる。�
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６．連邦政府職員の不足と電子政府�

連邦政府は現在、将来的に職員が不足することを予測しており、「人材確保」という大き

な課題に直面している。そのため、より少ない職員でよりよいサービスをより効率的に提

供するために ��を活用した電子政府の実現は欠かせない、と考えている。財政赤字削減の

ためにクリントン・ゴア政権は行政改革に注力し、その一貫として電子政府推進も加速さ

れてきたわけだが、それと同時に、職員不足という問題も電子政府の実現を急ぐ大きな推

進力となっている。�

�

□連邦職員不足の背景�

人材確保の問題は、①�� スキルを有するスタッフ不足、②定年退職者の割合増による人出

不足の 	つに分けられる。�

�

①��スキルを有するスタッフ不足�

�� スキルを有するスタッフ不足は、	 つの側面から考える必要がある。まず、�� を活用し

て政府部門の効率化を進めていくための高度で質の高いスキルを持つ ��専門家の必要性で

ある。しかし、政府部門に �� 専門家を雇おうとする場合、民間部門における �� 専門家の

需要と直接競合することになる。労働省の統計では、コンピューター・システム・アナリ

スト、エンジニア、サイテンティストに対する需要は ���� 年から 	

� 年にかけて倍増し、

また、コンピューター・プログラマーに対する需要は同じ期間に �
％増加するだろうと予

測している。このように、米国市場において ��スキルを有する労働者の需要は高く、しか

も需要は高まりつつあるので、政府部門として高度なスキルを持つ ��専門家を確保するこ

とはますますむずかしくなりつつある。�

�

加えて、民間企業へのアプリケーション開発発注や ��システム運用のアウトソーシングな

ど、政府部門が ��活用を目指せば目指すほど民間部門との協力が欠かせなくなっている。

そのため、�� スキルを有するスタッフだけではなく、�� 関連の調達や契約のマネジメント、

あるいはプロジェクトやプログラムのマネジメントといった、従来から必要とされている

スキルを持つ人材（あるいは両方のスキルを持つ者）の確保も欠かせない。�

�

②定年退職者の割合増による職員不足�

���� 年から 	

� 年にかけて連邦職員が定年退職する割合が、連邦政府のもう一つの懸案

事項となっている。米国会計監査院（���）は、	省庁で ����年現在働く職員の ��％、

または ��G


人が 	

�年までに定年退職の条件を満たし、そのうち約半数（約 ��％）が

この � 年間で実際に退職するだろうと推定している。���� 年から ���� 年にかけての実際

の退職者の割合は ��％であった。そして、���� 年から ���� 年にかけての定年退職割合は



���
���

毎年 ���％だったが、���� 年から 	

� 年にかけては毎年 ���％になるだろうと推定してい

る。この数字を見るかぎり、退職する者の割合は確実に増加する傾向にある。�

�

図表��	 連邦職員の退職率�

出典： ���報告書「*�0�$�&��'�&%-���(�"�$�'��"+��8��,"�0� ��,$��.��� �$� "/��A�8"� ��C��$.�

�&&3."$�"�.�A��0�4%$�6%$54%$,���&�����#」（	

�年 月）を元に作成�

�

	

� 年までに退職していく職員の割合は省庁によってばらつきがある。国家航空宇宙局

（A���）は �％、教育省とエネルギー省は �％だが、国際開発庁は 	�％、全米科学財

（A�*）は 	％、国務省は 	�％と推定されている。�
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図表��� 省庁別の退職率�

�

出典：��� 報告書「*�0�$�&� �'�&%-��� (�"�$�'��"+� �8��,"�0� ��,$��.�� � �$� "/�� A�8"� �� C��$.�

�&&3."$�"�.�A��0�4%$�6%$54%$,���&�����#」（	

�年 月）を元に作成�

�

職種別にみてもばらつきがある。電気エンジニアの退職割合は 	

�年までに �％と推定さ

れているが、プログラムマネジャーは �
％が退職すると推定されている。加えて、	の連

邦主要各省庁がコンピューター・スペシャリスト関連の職は非常に重要とみなしている。

政府は、コンピューター・スペシャリスト関連の職についている者の約 �
％が、	

�年末

までに定年退職の条件を満たし、�％がその時期までに実際に退職するだろうと推定され

ている。�
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図表�� 職種別の退職率�

�

出典： ���報告書「*�0�$�&��'�&%-���(�"�$�'��"+��8��,"�0� ��,$��.��� �$� "/��A�8"� ��C��$.�

�&&3."$�"�.�A��0�4%$�6%$54%$,���&�����#」（	

�年 月）を基に作成�
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□求められる適切な人材マネジメント�

��� 年から ���� 年にかけて、��� 年に制定された「連邦労働力再構築法（*�0�$�&�

6%$54%$,��(�."$3,"3$��#��,"� %4� ���）」のもとで、連邦政府職員の削減が行われた��。���

は、その職員削減が不十分な計画のもとに行われたため、現在、各省庁とも、ミッション

を達成するのがよりむずかしくなってしまっているという��。実際、政府機関の中には、

組織全体に蓄積されてきた知識（ナレッジ）の喪失、業務処理の遅れあんど、人材を失っ

たことによる支障が現れているところもあるという�
。そして、	

� 年までに実際に退職

するだろう職員の数は、��� 年から ���� 年にかけて連邦政府が削減した職員の数とほぼ

同じだろうと見積り、そうした規模の職員が減ることのインパクトを懸念している。つま

り、各省庁は将来的にどのように仕事をしていくのかを明確にし、それに合わせてどのよ

うなスキルをもった人間が何人必要かを明らかにし、かつ、退職や自然減で失った職員を

補充するためにどのように新しい職員を採用するかを計画するといった、適切な人的資源

管理を行なわなければならない。��� は、退職者割合が増えたとしても、各省庁が将来に

わたって、効率的で経済的で効果的な行政サービスを行っていけるよう準備しなければな

らないと警告を発している。�

�

�� スキルを有するスタッフを含めて人材確保の問題に取り組むために、��� は ��� 評議

会と連邦裁判所管理局は国家行政学会（A���）に、�� 人材確保のための雇用戦略の調査

および、どのような方策をとれば連邦政府が優秀な人材を確保できるか提案してほしいと

依頼した。�

�

次に示す表は、A���による、セクター別にみた ��人材の雇用条件の比較である。連邦政

府における雇用条件は、民間部門と比べるととくに悪く、このような状況では ��職員不足

を解消するために民間部門から人材を雇用することはむずかしい。�

��������������������������������������������������������
����88(年に制定された「連邦労働力再構築法（��*�/�1�E/7,/�����-�/����/
	+����）」は、国防総省以外の
政府機関がその職員に対し、上限 % 万 F､&&& ドルの希望退職金を支給することを許可することにより、
�888年度までに %'万 %､8&&人のフルタイムと同等の連邦職員（���?� ��11��
0�� �G�
.�1�	�）を削減するこ
とを目的とした法である。�
��� 	
��*� �����-� ��	�/�1� ����	�
	+� �,,
���� ��-�
0	>�� � )���#����"#� ��$�������� #��11�	+�-� ��-�� ���

�**/�--�*�E
����,,���
.�����*�/-�
4��	*���	�+�0�	��2�H�1>�����%&&�������&��&F&��
������ 報告書「��*�/�1� �041>��� ���
/�0�	�?� �I4����*� "	�/��-�� �.�/� ���� ��I�� F� !��/-� "11�-�/���-� ���*� ,/�
E/7,/����1�		
	+」（%&&�年 (月）�
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図表��� セクター別にみた雇用条件の比較�

セクター� 給与レベル� 手当て�
褒賞・世間
の認知度�

昇給・トレ
ーニング�

採用への取
組み�

連邦政府� 低� 高� 低� 低� 低�

州政府� 低� 中� 中� 中� 中�

地方政府� 低� 中� 中� 低� 低�

�!�� 中� 中� 中� 中� 高�

民間企業� 高� 高� 高� 高� 高�

学界� 中� 高� 中� 中� 中�

出典：� A�"�%��&� �,�0�'-� %4� �3H&�,� �0'���."$�"�%�（A���）報告書「�%'��$�"� �� �"30-� %4�

��4%$'�"�%����,/�%&%#-���-��-."�'.+��8�,3"� ���"30-」（	

�年 �月）�

�

□ブッシュ政権の対応�

「職員の能力を十分に開発することなしには、技術による利益を享受した顧客サービスを

提供することはできない」というのがブッシュ政権の認識である。つまり、いくら電子政

府実現を目指してシステムを情報化したとしても、連邦職員がそれらを十分に使いこなす

能力を有していなければ意味がないということである。そのためには、電子政府の実現を

推進すると同時に、連邦職員の仕事に必要とされる十分な教育やツールを提供していく必

要がある。そして、そのシステムをどのように使うのかといった単なる操作上のトレーニ

ングだけではなく、「シティズン中心」の仕事をするためにどのようにそのシステムを自

分の仕事の中で活用していくかといった、よく組み立てられたユーザー指向のトレーニン

グを提供しなければならない、と ���は指摘している��。そのため、米国の電子政府構築

において、ナレッジマネージメントをどのように活用していくかが非常に注目されている。�

�

��� の �� 電子政府専任高官であるマーク・フォーマン氏は、連邦各省庁がより柔軟に組

織運営を行えるよう、「管理運営自由法（*$��0%'� %4�����#�'��"� �,"）」を提案する予定

だとしている��。この法律によって、人材雇用や保持のためのボーナス活用の権限を連邦

政府マネジャーに与える、各省庁が人事管理システムのデモンストレーション・プログラ

ムを開発し代替案を導入できるようにする、早期退職パッケージを含む人材再構築ツール

の利用を認める、上級職員に対し民間部門と同等かそれに近い対牛を提供するなど、人事

��������������������������������������������������������
��� 	
��*� �����-� ��	�/�1� ����	�
	+� �,,
���� ��-�
0	>�� � )���#����"#� ��$�������� #��11�	+�-� ��-�� ���

�**/�--�*�E
����,,���
.�����*�/-�
4��	*���	�+�0�	��2�H�1>�����%&&�������&��&F&��
���%&&� 年 �& 月 ( 日に実施された下院政府改革委員会技術調達政策小委員会（における、マーク・フォー
マン氏の証言。�
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管理において各省庁に大幅な裁量を与えることを目指している。�

�

また、���評議会も専門技術・知識を備えた ��スタッフを確保するための方策をいくつか

打ち出している。たとえば、��� 評議会の �� ワークフォース委員会（��� 6%$54%$,��

�%''�""��）は、	

� 年 � 月、連邦調達庁（���：����$�&� ��$ �,�.��0'���."$�"�%�）ととも

に政府機関全体にわたるメンタリング・プログラムを発表した。このプログラムの目的は、

参加者（政府機関）に対し、��・財務・調達など ��に係わるさまざまな分野での経験を得

る機会を提供するもので、参加者は、最長 � 年間、��� 評議会の � つの委員会のいずれか

で課題を与えられる。プログラムの終了後は、�*� 評議会（�/��4� *����,��&� �44�,�$.）や調

達執行官評議会（�$%,3$�'��"� �8�,3"� �.� �%3�,�&）、または、��� 評議会の別の委員会で新

たな課題を担当する。このプログラムを通じて、政府機関からの参加者は、専門技術を持

つ �� 専門家と高度な ��プロジェクトを共同で行えるため、��に対する知識・技術を深め

視野を広げられるともに、ネットワーキングを通じて情報共有を行うことができる。また、

クリンガー・コーヘン法にも対応できる知識・技術をもつことになる。�

�

さらに ��� 評議会では、オンライン上で ��� 大学（����2�� �$.�"-）を設置し、連邦の ��

職員へ包括的なトレーニングを提供している。���大学は ���により運営されるもので、

クリンガー・コーエン法を遵守するために必要な知識や技術を提供する大学院レベルのオ

ンライン・カリキュラムである。現在、�

 名を越える連邦 �� 職員がこの大学を受講して

いる。�

�
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第 ��章 米国における電子政府の推進体制�

米国連邦政府における電子政府は、行政予算管理室（���）を中心として推進されている。

中でも 	

�年 �月に、��・電子政府専任高官（�..%,��"��!�$�,"%$�4%$������0����% �$�'��"）

として任命されたマーク・フォーマン（��$5� *%$'��）氏は、民間での職務経験をもつ

��・電子政府のスペシャリストであり、ブッシュ政権における電子政府推進の全権を担っ

ている。フォーマン氏は、同年 � 月に設置された省庁横断型の電子政府タスクフォースの

長として、現在の連邦政府における電子政府対策の 	�の重点プロジェクトを選定している。

タスクフォースにより見極められた最重要課題としての 	�プロジェクトは、この章で紹介

する、主要な政府機関の ���（�/��4����$�"��#��44�,�$）からなる大統領マネージメント評

議会の承認を得ており、その後、主要な政府機関の ���（�/��4���4%$'�"�%���44�,�$）からな

る ���評議会で具体的なアクション・プランが展開されることになる。�

�

この章では、米国連邦政府における電子政府の推進にあたり大きな影響力をもっている組

織として、次の �つを紹介する。�

�

１．行政予算管理局（�44�,��%4�����#�'��"���0��30#�"）�

２．大統領マネージメント評議会（�$�.�0��"�.�����#�'��"��%3�,�&）�

３．省庁横断型電子政府タスクフォース（��"�$�#��,-����% �$�'��"���.54%$,�）�

４．���評議会（�/��4���4%$'�"�%���44�,�$.��%3�,�&）�

５．連邦調達庁（����$�&���$ �,�.��0'���."$�"�%�）�

�

�
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図表��� 連邦政府における電子政府の推進体制�

�
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（主要政府機関）�

���は、連邦政府全体における行政改
革を監督するほか、電子政府対策に関し
ては、マーク・フォアマン氏を任命し電
子政府タスクフォースを設置するなど、
連邦政府の電子政府イニシアチブを主導
している。また、���の情報規制問題
室では、政府ペーパーワーク削除法に関
する様々なガイダンスを作成し、政府機
関を監督している。�

���は、政府機関のための物品・サービ
スを調達する任務を負う。とりわけ電子
政府に関しては、���などと協力しな
がら、安全な電子取引を確保するための
技術的な後方支援として、� !などの技
術インフラストラクチャの整備を行って
いる。�

���は、連邦政府機関にお
ける ���を中心とした行
政改革を推進する非公式な
グループであり、とりわけ
電子政府に関するイニシア
チブにおいて、ブッシュ政
権であらためてその役割と
権限が強化されている。
���のフォーマン !"・電
子政府専任高官の率いる省
庁横断型の電子政府タスク
フォースを監督している。

�

�!�評議会は、���や電子政府タスクフ
ォースと違い、常設の法定政府機関であ
り、政府機関における情報管理の最高責
任者である �!�からなる。電子政府に関
しては、���、タスクフォースと密接に
協力しながら、選出された ��の電子政府
重点項目を実施していく。�

省庁横断型電子政府タスクフォースは、連邦政府
における電子政府対策を加速するため暫定的に設
置されたプロジェクトであり、���のフォーマン
!"・電子政府専任高官が主導している。����年 ��

月には、今後 �年間で達成するべく、影響度の高
い、そして連邦政府機関を跨るような電子政府イ
ニシアチブに関して、��の項目からなるリストを
作成している。�

��	�

出典：連邦政府資料を元に作成�
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１．行政管理予算局（���	
�����������������������）�

行政予算管理局（���：�44�,��%4�����#�'��"���0��30#�"）は、連邦政府全体における行政

改革を監督するほか、電子政府対策に関しては、マーク・フォーマン氏を任命し電子政府

タスクフォースを設置するなど、連邦政府の電子政府イニシアチブを主導している。また、

��� の情報規制問題室（��(�）では、政府ペーパーワーク削除法（����）に関するさ

まざまなガイダンスを作成し、政府機関を監督している。�

�

【概【概【概【概    要】要】要】要】�

���は、大統領府（�8�,3"� ���44�,�� %4� "/�� �$�.�0��"）に属し、連邦政府機

関の活動を監督する任務を持つ。主として、予算に関するガイドラインを

策定し、議会に提出される前に政府機関の予算要求を検証するほか、議会

で制定された法律の実施を支援する役目を負い、政府機関が法律を遵守す

るための手順や要求事項に関する詳細を規定したガイダンスなどの文書を作成している。

また、調達、財政管理、情報・規制政策に関する監督・調整を行う。�

��

���は、大統領府における最大規模の機関であり、スタッフ数約 �

人、予算約 �G�

万

ドルを誇っている。��� は、��	� 年の「予算会計法（�30#�"� ��0� �,,%3�"��#� �,"� %4�

��	�）」によって、予算局（�3$��3�%4��30#�"）として設立されたのが始まりである。�

�

現在の ���局長は、ミッチ・ダニエルズ（��",/�!����&.）である。また、予算に関する副

局長はナンシー・ドーン（A��,-�!%$�）が務めているが、政策に関する副局長は今のとこ

ろ未定である。���は、連邦予算ポリシーの作成・実行と各政府機関へのガイダンスを提

供する � つの資源管理室（(��+�(�.%3$,������#�'��"��44�,�）、機能ごとに分類された連

邦政府全体の政策を策定・監督する �つの室、そして、���全体の支援を行う７つの室か

らなる（���組織図参照）。�

�

とりわけ、情報規制問題室（��(�：�44�,�� %4� ��4%$'�"�%�� ��0�(�#3&�"%$-� �44��$.）では、連

邦政府における電子政府や ��に係わる法規制を監督している。��(�は、����年のペーパ

ーワーク削減法（�(�：����$D%$5� (�03,"�%���,"� %4� ����）によって設置されたものであり、

連邦政府の法規制や情報収集手続きの監督のほか、政府の統計に関する政策や実務の調整、

プライバシーやコンピュータ・セキュリティを含む情報政策、情報技術計画の調整や、

��� 評議会（�����%3�,�&）の支援などを行っている。��(� はまた、�(� の制定を受け、

連邦政府のペーパーワークの処理や情報管理を改善するためのポリシーを策定している。

さらに、��(�は、���内の連邦財務管理室（�44�,��%4�*�0�$�&�*����,��&�����#�'��"）と連

邦調達政策室（�44�,��%4�*�0�$�&��$%,3$�'��"��%&�,-）とともに、���にある �つの (��に
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対してコンサルタント的な役割を果たし、財務報告の検証、重要な ��投資などの重要な案

件に関するチームへ参加する。�

�

	

�年～	

�会計年度における ���のゴールは次のとおりである��。�

�
�
�

��������������������������������������������������������
�#「�,,
���,���	�+�0�	���	*���*+��?���/���+
���1�	��!�%&&��%&&F」参照。%&&&年 �&月発表。�

１．行政府において、政府機関を横断する政策の調整事項から生じる予算、立法、規

制、情報、財務管理、調達に関して、国家政策の分析と選択肢を大統領に提供�

�

２．予算、法律、プログラム、規制、政策を効果的に実施するために、立法府におけ
るマネージメントのリーダーシップを提供�

�

３．有能な職員を採用・保持し、最先端の情報、コミュニケーション・システムを提
供することにより、���の業務プロセスを改善�
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図表��� ���の組織構成�
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������（（（（局長局長局長局長））））�

�� �������	
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������
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�	���������������

�
��������（（（（副局長副局長副局長副局長））））�

出典：���の資料を元に作成�
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【電子政府に関する活動】【電子政府に関する活動】【電子政府に関する活動】【電子政府に関する活動】�

□マーク・フォーマンの任命�

��� では、	

� 年 � 月、連邦政府における電子政府への取組みを総括するため、��・電

子政府専任高官（�..%,��"��!�$�,"%$� 4%$� �����0����% �$�'��"）という肩書で、マーク・フォ

ーマン（��$5� *%$'��）を任命した。フォーマン氏は、経済学（学士）と公共政策学（修

士）取得後、民間セクターと政府の職をほぼ交互に経験している。過去には、上院政府行

政委員会で各省庁に ���を設置する法案の起草に携わったほか、���グローバル・サービ

スや 2A��C�では、公共セクター向け �ビジネスの 7�を勤めた経験を持つ。�

�

フォーマン氏の任命は、ブッシュ政権における電子政府イニシアチブを集約するものとい

える。同氏の任務には、電子政府基金の管理や ��� 評議会の運営を含む、連邦 �� 政策の

監督などがあり��、中でも 	

�年 �月に設置された省庁横断型の電子政府タスクフォース

の長として、	

� 年 �
 月には、連邦政府の電子政府施策に優先順位をつけたかたちで 	�

の最重要プロジェクトのリストを作成した（�
 頁参照）。このプロジェクトへの投資額は、

およそ �
億ドルになるとみられている。�

�

フォーマンは、官も民間セクターが受けた ��効果を享受するべきと確信し、電子政府構築

化の計画を練りだした。同氏は、電子政府を「効率や効果、サービス提供における改善を

大幅に促進するような方法で、政府の運営を変革するためにデジタル技術を利用するこ

と」と定義している��。氏の電子政府ビジョンは、「市民に価値を生み出す（7�&3�� %4�

��"�1��.）」といった、「シティズン中心（��"�1������"�$�0）」のものであり、これは、

「株主の価値を高める」という民間部門における考え方に基づいている。また、同氏が指

揮する電子政府構想体制は、「��（技術）」と「行政改革（プロセス）」の 	 本柱に基づ

いている。「まず ��ありき」ではなく、「まず効率・効果を高めるためのプロセスの改革

ありきで、�� はあくまでもツール」という考え方である。そのため、技術とプロセスが両

輪となってうまくかみ合わないと成果は出ないという。�

�

□ 電子政府法案と連邦 ���の設置�

第 �
� 議会（	

� 年～	

	 年）では、	

� 年 � 月、ジョセフ・リーバーマン（�%.��/� ���

<��H�$'��）上院議員（コネチカット州、民主党）、コンラド・バーンズ（�%�$�0��3$�.）

上院議員（モンタナ州、共和党）らは、��� に連邦政府の ��� を設置することを主眼と

した、「電子政府法案（���% �$�'��"��,"� %4� 	

�）」を提出した（図表 ��参照）��。リー
��������������������������������������������������������
���%&&�年 '月 �%日に米国ワシントン �;#;で開催された「���.�#	,�/�	��� %&&�」での、フォーマン氏に
よるプレゼンテーション資料を参照。�
���%&&�年 �&月 (日に実施された上院政府改革委員会技術調達政策小委員会での公聴会における証言。�
��この法案では、連邦 #"� は、直接 ��� 局長に報告義務を負うことになる。また、新設される情報政策
室（�,,
��� ,� "	,/0��
	� �1
�>）と年間 % 億ドルの電子政府関連予算を管理することになる。なお、同日、



��	���

バーマン議員らによる連邦 ��� 設置の基本的な考え方は、中央集権型の強力なリーダーシ

ップを持った連邦 ��� を設置することであり、��� の政策関連の副局長が、連邦 ��� を

兼任するというものであった。一方、���はこのような動きに対して、個々の政府機関に

おける ��プロジェクトの成否に対する責任感を奪う可能性があるとして懸念を表明してい

た。最終的に ��� は、前述のとおり、フォーマン氏を任命することとなった。ブッシュ

政権においても、今後、連邦 ��� を任命する可能性があるが、あくまでも ��� 副局長が

兼任するか、下位ランクのポジションとなるとみられている。政権側のこのような動きに

対し、リーバーマン議員は、「われわれの想定している連邦 ��� のランクはフォーマン氏

より高いもので、氏のポジションは ��� の政策関連副局長と違って法律により定められ

たポジションではない」としている。さらに、同議員は、この公聴会の中で、「連邦 ���

は、個々の政府機関の ��プロジェクトに対する権限を奪うものではなく、より必要な、強

力な、政府全体の視野を与えるものである」と述べている。このような連邦 ��� に対する

期待の差異は、リーバーマン議員が年間 	 億ドルの電子政府基金を要求している一方、ブ

ッシュ政権では、今後 �年間で �億ドルの電子政府基金を 	

	会計年度予算案に計上して

いることにも表れている。�

�

なお、	

�年 �月に実施された、上院政府活動委員会による同法案に関する公聴会では、

オキーフ ��� 副局長は、「電子政府法案とブッシュ大統領との間には、根源的で哲学的

な相違がある」としている�	。�

�

□省庁横断型電子政府タスクフォースの設置�

��� では、	

� 年 � 月 �� 日の ��� のメモランダム、「��"�1������"�$�0� ���% �$�'��"+�

!� �&%���#� "/���,"�%���&��」により、政府機関横断型の電子政府タスクフォースを設置した

（��頁参照）。フォーマン ��・電子政府専任高官が代表者となっている。このタスクフォ

ースは、��� とダニエルズ ��� 局長への報告義務を負い、連邦政府の電子政府に関する

アクション・プランや工程を策定することを目的としている。このタスクフォースでは、

	


 年 �
 月 � 日、今後 	 年間で達成するべく、影響度・優先度の高い、そして連邦政府

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
ジム・ターナー（H
0� ��/	�/）下院議員（テキサス州、民主党）は、この上院による電子政府法案とほぼ
同じで、下院版の電子政府法案（�;�;%(F9）を提出した。連邦 #"�の設置、年間 %億ドルの電子政府基金
など、内容は上院のものとほぼ同様である。�
��%&&� 年 ' 月 �� 日に実施された、上院政府活動委員会による電子政府法案（�;9&:）に関する公聴会。証
言者は、���	��5���,��（��4��>��
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機関を跨るような電子政府イニシアチブに関して、��� へ 	� の項目からなるリストを提

出している。�

�

□��(�による政府ペーパーワーク削除法（����）の監督�

「政府ペーパーワーク削除法（�% �$�'��"�����$D%$5��&�'���"�%���,"）」は連邦政府の電子

政府イニシアチブの中でも中心的なものであり、��� の ��(� は、政府機関に対し、

���� を遵守するためのガイダンスや報告書を作成したり、	


 年 �
 月を期限とし、

���� 実施計画の提出を求めている（第Ⅲ章参照）。このほか、連邦政府機関が保有する

個人情報に関するガイドラインや、連邦政府機関のウェブサイト上でのプライバシーに関

するガイドラインも策定している。�

�

図表��� 電子政府法案の概要�

法案名法案名法案名法案名� 電子政府法案（電子政府法案（電子政府法案（電子政府法案（
����������������� ����：：：：!�"��））））�

正式名称正式名称正式名称正式名称�

��H�&&�"%���/��,��"/��'���#�'��"���0��$%'%"�%��%4��&�,"$%��,�#% �$�'��"�.�$ �,�.�
��0��$%,�..�H-��."�H&�./��#���*�0�$�&��/��4���4%$'�"�%���44�,�$�D�"/���"/���44�,��%4�
����#�'��"���0��30#�"G���0�H-��."�H&�./��#���H$%�0�4$�'�D%$5�%4�'��.3$�.�"/�"�
$�J3�$�� 3.��#� ��"�$��"�H�.�0� ��4%$'�"�%�� "�,/�%&%#-� "%� ��/��,�� ,�"�1��� �,,�..� "%�
#% �$�'��"���4%$'�"�%����0�.�$ �,�.G���0�4%$�%"/�$��3$�%.�.��

提出者提出者提出者提出者�

• ジョセフ・リーバーマン上院議員（コネチカット州、民主党）�

• コンラド・バーンズ上院議員（モンタナ州、共和党）�

�

他 ��名の上院の共同提出者（-月 ��日現在）�

:� 5����A�������������3�,;��4�
:� 5�����/�����(��.��2���3�,;��4�
:� 5�����/�����'��1���/���3�,;��4�
:� 5����(��/����A��1��9���3�,;��4�
:� 5��������A�/�����3�,;��4�
:� 5����!�	�����A��<��/6�3�,;��4�
:� 5����A�/����.����3�,;��4�
:� 5����!�	���%��7�	B�������3�,;��4�
:� 5����A�/��7��"���6�3�,;��4�
:� 5����.����<� ���3�,;��4�
:� 5����1�99���5	�9���
�3�,;��4�
:� 5������?�.�������3�,;��4�
:� 5���������1�6	���3�-;��4�

提出日提出日提出日提出日� ���年 ,月 �日（第 ��-議会）�

概概概概    要要要要�

同法案は、��� 内に、連邦政府内の情報資源の包括的に管理・運営する連邦
.�� を任命する。また連邦 .�� は、あわせて新設される情報政策室（������� ���

�������	����!����6）を監督する。�

�

• 政府情報資源の管理・運営に関する政府機関の実務を改善するため
に、.��評議会を中心とした調整機能を確立する。�

• 財務省に、「電子政府基金」を設立し、政府機関を横断する �� プロ
ジェクトなどに使用する。�

• 各政府機関は、以下の義務を負う。�



�����

:� 連邦 .��により確立される標準を遵守し、政府の保有する情報
や行政サービスを市民に提供するような、インターネットを利
用した統合システムを開発・維持するため、.��を支援�

:� 電子署名の利用や受入れに関する方法の互換性を確保�

:� オンライン上で、政府機関ディレクトリーを公示�

:� ウェブサイトを作成し、規則を確立するために、法訴訟手続き
や電子化された訴訟事件一覧表に掲載されなければならないす
べての情報を掲示�

:� 情報システムを開発・調達したり、電子処理されるような個人
識別情報を新たに収集する前には、プライバシー影響評価を実
施�

• オンライン連邦電話ディレクトリー、オンライン国立図書館、個々の
連邦裁判所のウェブサイト、を作成する。�

• .��は、以下の義務を負う。�

:� 連邦政府機関におけるシステム統合の実行可能性を検証�

:� 連邦政府が資金を提供した、政府機関間の調整・協力などに関
する調査やデータベースに係わる重要な情報の収集・普及のた
めの標準を推薦するために、政府機関横断型のタスクフォース
を召集�

:� 政府機関のオンライン・プライバシー通知に関するガイドライ
ンを策定�

:� 政府機関のウェブサイトに対する標準や基準を公表�

• 内務省長官は、%�5（地理情報システム）に関する共通プロトコルの
開発を促進しなければならない。�

• �� プロジェクトにおいて、利益共有（�/���:��:�� ����）方式の契約を
取り入れる。�

• 以下のような研究を行う。�

:� 天災・人災に対する危機対応や事後管理を改善させるための ��

の使用について�

:� 連邦政府が資金を提供した、コミュニティ技術センターの成功
事例について�

:� インターネット・アクセスの地域格差について�

• 以下の機関の設立を規定している。�

:� 「連邦 ��トレーニング・センター」�

:� 「政府情報諮問委員会」�

• .�� と各政府機関は、インターネット上に、公的な政府ウェブサイト
のディレクトリを開発・掲示しなければならない。�

�



������

２．大統領マネージメント評議会（����	��������������������
	�）�

大統領マネージメント評議会（���：�$�.�0��"�.�����#�'��"��%3�,�&）は、連邦政府機関に

おける ��� を中心とした行政改革を推進する非公式なグループであり、とりわけ電子政

府に関するイニシアチブにおいて、ブッシュ政権であらためてその役割と権限が強化され

ている。��� のフォーマン ��・電子政府専任高官の率いる省庁横断型の電子政府タスク

フォースを監督する権限を持っている。�
�

【概【概【概【概    要】要】要】要】�

大統領マネージメント評議会（���）は、各政府機関における ���（�/��4� ���$�"��#�

�44�,�$）と主要な省庁の次官レベルから構成されている、非公式なグループである。���

自体は新たな制度ではないが、	

� 年 � 月 �� 日に発表されたブッシュ大統領によるメモ

ランダムで、���（�/��4����$�"��#��44�,�$）を各政府機関に任命することと、��� を設置

することがあらためて要請されている。��� は、政府機関の予算と行政サービスの業績と

を結び付け、アウトソーシングを含む民間ビジネスモデルの導入や、業績の観点から電子

政府プロジェクトの改善などを行う。��� の議長は、��� の副局長（現在は、オキーフ

���副局長）が務める。議長は、メンバーの中から副議長を任命する権限を持つ。�

�

もともと、����年 �月にゴア副大統領の率いる A�"�%��&� ��$4%$'��,��(� ��Dが発表した報

告書で、初めて ���と ���の概念が明示され、実際には、����年 �
月に発表された大

統領メモランダム「�$�.�0��"��&� '�'%$��03'+� �'�&�'��"��#� ����#�'��"� (�4%$'� ��� "/��

�8�,3"� ���$��,/」で設置が要請された。���の活動内容に関する詳細は公表されていない

が、現在の役割としては、次のようなものがある。�

�

• 「大統領マネージメント・アジェンダ（�$�.�0��"�.�����#�'��"��#��0�）」��の実行
を含む、行政府のマネージメントの改善を行う�

• 行政府全体における、連邦政府改善のための対策を調整し、�政府機関を横断する
マネージメントに関する問題を解決する�

• 行政府において新たなマネージメント施策が採用されるよう保障する�

��������������������������������������������������������
���「�����/�-
*�	�5-���	�+�0�	���+�	*�」は、ブッシュ政権における連邦政府の業績を改善することを目的
としたもので、%&&�年 9月 %F日に発表された。このアジェンダは、（１）��/���+
����	�+�0�	�� ,���0�	�
#�4
��1、（２）#04��
�
.�� ��/�
	+、（３）"04/.�*� �
	�	�
�1� ��/,/0�	��、（４）�I4�	*�*� �1���/	
��
�.�/	0�	�、（５）��*+��� �	*� ��/,/0�	��� "	��+/��
	という Fつの重点項目と、退役軍人省と国防総省の
システムの統合といった、個別の政府機関を対象とした 8 つのイニシアチブからなる。このような政府の
業績改善に関するイニシアチブとしては、�88: 年にゴア副大統領のもとで設置された ��� があるが、具
体的なプランが欠如していたことや、��� の監督機能を切り離したことなどで、その効果に対して批判
的な向きもある。このアジェンダの中では、とりわけ電子政府に関して、���と ��#と密接な協力関係
のもとで電子政府タスクフォースを設置し、（１）政府サービスへの唯一のアクセス・ポイントの構築、
（２）電子手段を活用し、ビジネスからの報告負担の軽減、（３）政府機関における情報共有、（４）優
良事例の普及による内部処理の自動化などに取組むことが明記されている。�
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• 政府機関を横断する最良のマネージメント実務に関する情報を見極め、そのような
情報を提供するシステムを構築する�

�

����年から 	


年までの間に ���が取扱ってきた政策事項としては、次のようなものが

ある。�

• 連邦政府のダウンサイジングと合理化�

• 公務員制度改革�

• 調達改革�

• 顧客サービス�

• 政府業績成果法（�% �$�'��"���$4%$'��,����0�(�.3&".��,"）�

• 労使関係�

• C	)問題�

• 「*�$."�% 」ポータル�

�
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図表��� ���の組織構成�
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出典：	

�年 �月 ��日の大統領メモランダムを元に作成�
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【電子政府に関する活動】【電子政府に関する活動】【電子政府に関する活動】【電子政府に関する活動】�

ブッシュ政権では、従来からある ���の役割を強化するかたちで、あらためて ���メン

バーの任命を行っている。とりわけ ��� のフォーマン ��・電子政府専任高官のいる省庁

横断型電子政府タスクフォースの監督など、電子政府に関するイニシアチブの監督機能や

権限を強化しており、連邦政府全体の電子政府実現において大きな影響力を与えている。�

�

現在 ��� は、���、��� のフォーマン ��・電子政府専任高官が率いる省庁横断型の電

子政府タスクフォース、��� 評議会と密接に係わり合いながら、電子政府の実現に取組ん

でいる。とくに、	

� 年 � 月に設置された電子政府タスクフォースを監督しており、



万ドルに上る、	� の政府機関の �� 投資の効果的な使い方を模索している。公式に発表さ

れていないが、	

� 年 �
 月初旬には、今後 	 年間で達成するべく連邦政府の電子政府イ

ニシアチブに関して、総額 �
億ドルにのぼるとみられている、タスクフォースが提出した

	�の重点プロジェクト・リストを承認している（
頁参照）。�

�

なお、��� の電子政府に関する活動は、���� 年 �	 月に発表された大統領のメモランダム

にさかのぼる。このメモランダムでは、次のようなアクション・プランを掲げている。�

• 政府情報をインターネットで提供するためのワン・ストップ・サイト、
「*�$."�% �#% 」を構築�

• 利用頻度の高い上位 �

の行政サービスのための文書を識別し、	


年度中にオ
ンラインで提供�

• 電子的に情報を収集、提供することにより、政府ペーワーワーク削除法
（�% �$�'��"�����$D%$5��&�'���"�%���,"）を実行�

• 連邦政府のウェブサイト上での適切なプライバシー実務を構築�

• 市民が政府機関にコンタクトするために公的な �メールアドレスを作成�

• 障害者がアクセスしやすい環境を構築�

• 調達制度を改善するためにウェブを利用�

• 政府機関や市民による電子署名の利用を促進し、	


年中に少なくとも �
万の電
子署名を発行�

• 政府機関が、行政サービスをより効果的に提供できるように、インターネットの利
用に関する戦略を策定�

�



������

３．省庁横断型電子政府タスクフォース（���������������������
���� ���
�）�

省庁横断型電子政府タスクフォース（���% �$�'��"� ��"�$�#��,-� ��.54%$,�）省庁横断型電子

政府タスクフォース（���% �$�'��"� ��"�$�#��,-� ��.54%$,�）は、連邦政府における電子政府

対策を加速するため暫定的に設置されたプロジェクトであり、��� のフォーマン ��・電

子政府専任高官が主導している。	

� 年 �
 月には、今後 	 年間で達成するべく、影響度

の高い、そして連邦政府機関を跨るような電子政府イニシアチブに関して、	� の重点項目

からなるリストを作成している。�

�

【概【概【概【概    要】要】要】要】�

電子政府タスクフォースの設置は、	

�年 �月 ��日

の ��� のメモランダム、「 ��"�1������"�$�0� ��

�% �$�'��"+�!� �&%���#�"/���,"�%���&��」で要請されて

おり、政府機関横断型の体制をとっており、��� の

フォーマン ��・電子政府専任高官が代表者となって

いる。タスクフォースのメンバーは、主要な政府機関の上級電子政府担当者で、所属する

政府機関の長に対して直接報告するかたちとなっている。�

�

このタスクフォースは、��� とダニエルズ ��� 局長への報告義務を負い、連邦政府の電

子政府に関するアクション・プランや工程を策定することを目的としている。また、同局

長は、タスクフォース設置の理由を、ブッシュ大統領が提案した電子政府基金の使途をめ

ぐって意見の不一致がみられることを挙げており、政府機関による ��支出を詳細に検証し、

予算の適正さをチェックする役割を負うことが期待されている。��� 評議会のエモリー・

ミラー（�'%$-���&&�$）女史は、「���評議会は、タスクフォースを敵対するものではなく、

電子政府の個々の分野における専門家集団」と述べており、��� 評議会の代替機関ではな

く、補完するものと位置付けている。�

�

図表�	
 電子政府タスクフォースと他機関との係わり�

�

タスクフォースタスクフォースタスクフォースタスクフォース�

	#$�%#&�長官長官長官長官�

$�%評議会評議会評議会評議会�

出典：連邦政府資料を元に作成 
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【電子政府に関する活動】【電子政府に関する活動】【電子政府に関する活動】【電子政府に関する活動】�

電子政府タスクフォースでは、	


 年 �
 月 � 日、今後 	年間で達成するべく、影響度・

優先度の高い、そして連邦政府機関を跨るような電子政府イニシアチブに関して、��� へ

	�の重点項目からなるリストを提出した。	�項目の選出は、「大統領マネージメント・ア

ジェンダ（�$�.�0��"�����#�'��"� �#��0�）」でも取上げられている、以下の  つの分野に

おいて、優先的に改善を行う必要があるもので、具体的な選出基準は、（１）すでに着手

されている、（２）��～	 カ月で大部分が完了できる、（３）�～�	 カ月で業績が測定で

きるもの、（４）大きな影響力を持ち、繰り返すことで効果がでる、（５）政府機関を横

断する、となっている。この 	� のプロジェクトは、総額およそ �
 億ドルの投資になると

みられており、	

	会計年度の ��予算と、個々の政府機関からの資金から捻出される。�

�

図表�	� 電子政府重点プロジェクトの つの分野�

個人へのサービス個人へのサービス個人へのサービス個人へのサービス�

（（（（����������������������）」）」）」）」�

企業へのサービス企業へのサービス企業へのサービス企業へのサービス�

（（（（���������������������））））�

市民に対して、行政サービスに関する唯一のア
クセス・ポイントを提供�
�

企業に対して、インターネットのプロトコルを利
用したり、重複している報告義務を整理すること
により、ビジネスへの負担を軽減�

政府間の問題政府間の問題政府間の問題政府間の問題�

（（（（����� ������������		����））））�

政府機関内部の効率・効果政府機関内部の効率・効果政府機関内部の効率・効果政府機関内部の効率・効果�

（（（（����������		������
������		����������））））�

業績評価や結果の改善する一方、州政府に対
し、とりわけ補助金に係わる事項などの報告義
務を軽減�

連邦政府機関に対し、サプライ・チェーン・マネ
ージメント、ファイナンシャル・マネージメン
ト、ナレッジ・マネージメントなどの分野におけ
る � ビジネスの優良事例を活用することにより、
業績を改善し、管理・運営コストを削減�

�

このプロジェクトの詳細は以下のとおりである。�

選出基準：選出基準：選出基準：選出基準：�

（１） すでに着手されている�

（２） ��～	カ月で大部分が完了できる�

（３） �～�	カ月で業績が測定できる�

（４） 大きな影響力を持ち、繰り返すことで効果がでる�

（５） 政府機関を横断する�

�

図表�		 	�の電子政府重点プロジェクト�

分分分分    野野野野� 重重重重    点点点点    項項項項    目目目目� 協力機関協力機関協力機関協力機関�

�� 2�����$ �,��9��"�1���(�&�"�%�./�������#�'��":� ����

	� �K���8�*�&��#� �$��.3$-�

�� ��&�����,,�..�4%$�<%��.� �03,�"�%��

� (�,$��"�%�������"%�� ��"�$�%$�

!"��

�� �&�#�H�&�"-��..�."��,����&���� <�H%$�

�� ��7�"�&�9H3.���..�,�.�:� ����!"!�

	� ���$��".� ;;��



�������

�� !�.�."�$��..�."��,����0��$�.�.�(�.�%�.�� *����

� ��%.��"��&���4%$'�"�%�������"%�� ��"�$�%$�

�

�� 6�$�&�..�A�"D%$5.� �3."�,��

�� *�0�$�&��..�"���&�.� ����

	� ��&����(3&�'�5��#�����#�'��"� �$��.�%$"�"�%��

�� ��'�&�4��0���0�2��4��0���8���0�6�#��(��%$"��#� �$��.3$-�

� �%�.%&�0�"�0�;��&"/���4%$'�"�%��9H3.���..�,�.�:� ;;��

�� �3.���..��%'�&���,�������"%�� ����

!"#�

�� ��"�&��$�0���$%,�..��"$��'&����#� �%''�$,��

�� ���$�����#� ����

	� (�,$3�"'��"������"%�� ����

�� ��"�$�$�.��;(���"�#$�"�%�� ����

� ��"�#$�"�0��,J3�.�"�%�� ����

�� ��(�,%$0.�����#�'��"� A�(��

組織内部の組織内部の組織内部の組織内部の�

効率と効果効率と効果効率と効果効率と効果�

�� ��"�$�$�.����.������#�'��"� �3."�,��

����������� 

イニシアチブイニシアチブイニシアチブイニシアチブ�
�� �:'�	/��	���	���� %5'�

出典： 	

�年 �
月 	�日 ���ニュース・リリースを元に作成�

�

また同タスクフォースは、政府機関が、「大統領マネージメント・アジェンダ（�$�.�0��"�.�

����#�'��"� �#��0�）」に基づき、電子政府対策をどのように展開しているのかに関して、

毎月最新情報を提供するためのトラッキング・システムを開発している。�



���	���

４．���評議会（�!	����������	������	
��������
	�）�

���評議会（�����%3�,�&）は、���や電子政府タスクフォースと違い、常設の法定政府機

関であり、政府機関における情報管理の最高責任者である ��� からなる。電子政府に関し

ては、���、タスクフォースと密接に協力しながら、選出された 	� の電子政府重点プロ

ジェクトを実施していく。�

�

（１）���評議会の概要と役割�

【概【概【概【概    要】要】要】要】�

��� 評議会（�/��4� ��4%$'�"�%�� �44�,�$.� �%3�,�&）は、大統領令� 9�8�,3"� ��

�$0�$:� ��
��
��、「連邦情報技術（*�0�$�&� ��4%$'�"�%�� ��,/�%&%#-）」によ

って ����年 �月に設立された。その任務は主として、「連邦政府機関の

情報資源の構築、最新化、利用、共有、機能を改善するための主要な政

府機関横断型のフォーラムとして機能すること」であり、情報技術管理

政策、手順、基準に関する提案を行い、情報資源を共有する機会を見極め、連邦政府の ��

労働力を評価することにある。また、「政府業績成果法（�% �$�'��"� ��$4%$'��,�� ��0�

(�.3&".��,"）」「ペーパーワーク削減法（����$D%$5�(�03,"�%���,"）」「情報技術管理改革

法（��4%$'�"�%����,/�%&%#-�����#�'��"�(�4%$'��,"）」に述べられた情報資源の管理を達成

することにも関連している。�

�

���評議会の議長は、���の政策関連の副局長が担当しており、副議長は評議会のメンバ

ーから選出される。現在、���の政策関連の副局長のポストは空白のため議長は未定で、

副議長は財務省の ���であるジェームズ・フライジック（��'�.�*&-1�5）氏が担当している。

また、メンバーとなっている 	�の主要政府機関に加え、	つの小規模の政府機関がメンバ

ーとなっており、現在は、連邦エネルギー規制委員会と全米人文科学基金も会員となって

いる。また、情報技術資源会議や �*�評議会、調達執行官委員会など、特別な評議会や委

員会からの代表者、さらに、科学技術政策局（�44�,�� %4� �,���,�� ��0� ��,/�%&%#-� �%&�,-）や

���の情報規制問題室（��(�）からの代表者らも含んでいる。�

��������������������������������������������������������
���「政府業績成果法（�.�/	0�	�� ��/,/0�	��� �	*� ��-�1�� ���）」（�88: 年）、「ペーパーワーク削減法
（��4�/6/7���*���
	����）」（�88F年）、「情報資源管理改革法（"	,/0��
	� ����	1+>� �*0
	
-�/��
	�
��,/0����）」（�88F 年）の施行を受けたもので、連邦政府における "� の効率的な導入によって電子政
府の推進を政府内に拡大すると同時に、政府機関や異なる部署間で情報共有や情報交換を促進することを
連邦政府の方針として位置付けたもの。�88B年 '月 �B日に発令。�



�������

�

図表�	� ���評議会の組織構成�

�

�
�

�
$�%評議会評議会評議会評議会�

%#&副局長副局長副局長副局長�

�5�!と ���の
��('からの代

表者�

他の評議会、委
員会などからの

代表者�

$主要政府機関
の .��;副 .���

�

小規模政府機
関からの代表者�

出典：���評議会の資料を元に作成�
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図表�	 ���評議会のメンバー�

政府機関名政府機関名政府機関名政府機関名� 名名名名��前前前前� 役役役役�������職職職職�

農務省� "/���;��==-� '�	����.��（7�������������������*�.�:./���）�

����!6��� '�	����.���商務省�
"�����>����� '�	����1�2�	6�.���

国防総省� �������	��6���� '�	����1�2�	6�.���

.�����<�����	� .��（&:%� ������	*�.�:./���）�教育省�
(��/����������� 1�2�	6�.���

エネルギー省� >�
����<������ '�	����.���

厚生省� ������!�������� 1�2�	6�.���

%������!������ .��（7�������������������*�.�:./���）�
住宅都市開発省�

1�9���1��5	������� 1�2�	6�.����������(�����（.�2�	���!��������8�������������	*�.�:./���）�

A�����52���	�� '�	����.���司法省�
<����������� 1�2�	6�.���

!�	�����!�BB����� .���

労働省�
<�����.����/���!/�1��

1�2�	6�.��*��������	�������/�����6�.��	���

（5�����	6*�!�� ��6�8�.��	�����������	���	���*�.�:./���）�

7�����������9���� .��（5�����	6*�!�� ��6�8�.��	�����������	���	���*�.�:./���）�国務省�
(�6�'��5	������� 1�2�	6�.�������'��/�	��	���*�!��������8�(�����	����

<�
������A��1�����6� .���

A�/��%�������� 1�2�	6�.��（5�����	6*�!�� ��6�8�.��	�����������	���	���*�.�:./���）�空軍省�

<	��%�������A�/������
���� 1�2�	6�.���

<	��%�������!�	���.� ������ .���
陸軍省�

1� ����������� 1�2�	6�.���

1��6������/�	�� .��（.�2�	���!��������8�������������	*�.�:./���）�内務省�
5���(��/���� 1�2�	6�.���

1������&��!��	��� .��（&�	��2�������	���2���9���	6�8�&����������*�.�:./���）�海軍省�
(���������� 1�2�	6�.���

A���7�6B��� .��（C����./������*�.���.������）�

��6��.������� 1�2�	6�.��（&:%� ������	*�.�:./���）�財務省�

A����5���� ��� 1����	��*����!����6�8�5	��	��6�



�������

運輸省� &��������6���� 1�2�	6�.���

A�/��%����� '����	��	�5����	��6������������	�����������/�����6�退役軍人省�
&�
��������/��� 1�2�	6�.���

�����7������ '������	��1����	��������������	�������/�����6�����&:%� ������	�

A�/��%��/��� '������	��	��*������������������	��������(�����	��6�'�������行政管理予算局�

1������'�9������ 1�2�	6�'������	��	��*������������������	��������(�����	��6�'�������

1���./����� �����/�./���*����;��('�

A�����	�5��/��� .���.�����������!���	����.��	��	�行政管理予算局・情報規制問題室�

"�������/�	�� .���.�����������!���	����.��	��	�

(��/�����6����� .���
国際開発局�

!�	����������	� 1�2�	6�.���

中央情報局� 1�������A����D���� '�	����.���

�������	����5�/������� '�	����'����	��	�'������	��	���8�.���環境保護局�
�����1�6� 1�2�	6�.���

%��.��6�>�����	��� .���連邦緊急管理局�
(������&��������� 1�2�	6�.���

連邦エネルギー規制委員会� 7��������E����� .��（5�����'����6�(�2�����	�	� �）�

���/�������.����	��� .���
連邦調達局�

5�����.��./�� 1�2�	6�.���

<���>�����9� .��（&�	��2�������	���2���9���	6�8�&����������*�.�:./���）�航空宇宙局�
1� ������������� 1�2�	6�.���

全米人文科学基金� ���		���9��6� .��（5�����'����6�(�2�����	�	� �）�

国家科学基金� <������������� .���

5	���	�(��	��� .���
核規制委員会�

A��D�������5��9��� 1�2�	6�.���

人事管理局� A���	�������� .���

中小企業局� <�
�����������		� .���

社会保障管理庁� ����/��(6��	���� '�	����.���

"�6�.����6� �������	�������/�����6�(���������������./����情報技術資源会議�
%������>6���� ��(��(�2�����	�	� ��	��.���.�������

科学技術政策局� !����1����/� 5������!����6�'���6�	*����/�����6�1� ������

主要インフラストラクチャ保障局� 5/����6������� .�'��<�������

会計検査院� 1� ���<����.����� 1����	��*��������	�������/�����6����������	��������
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連邦調達局全政府政策局� %�����	���������� '������	��'������	��	��*�����������%� ������	
����!����6�

諜報共同体� A�/��1�/��� �

国立公文書記録管理局� <�
���A����������� 1�2�	6�'��/� ��	�����./�������5	����

州最高情報責任者国家連合� ����6�(�6���� .��*�5	�	�������
�A����6�

国家標準技術局� �������������/����� '�	����.���

大統領インテグリティ・効率評議会� (�9��	�A��<��9������ '����	��	����2��	���%�����������'���	����

調達執行官評議会� %����%��!���6� 1����	��*�.��	���	������!���/�������2���	�����

出典：���評議会の資料をもとに作成�

�

図表�	� ���評議会の構成と委員会�
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出典：���評議会の資料を元に作成�
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各委員会の概要は以下のとおりである�
。�

�

■■■■    「「「「��������$������ ������%�&��� ����」委員会」委員会」委員会」委員会�

共同委員長共同委員長共同委員長共同委員長�
:� 1��6������/�	�（.��、1�2	�����	/����	�����）�

�� 1�9��� 1�� 5	�������（1�2�	6� .��、1�2	�� ��� >������� ���� @�9���

1� ���2���	）�

����～～～～����会計年会計年会計年会計年
度のゴール度のゴール度のゴール度のゴール��

�

利便性の高い行政サービスを提供するための �� 投資管理のためのポ
リシー、実践、ツールの開発・管理�

アクションプランアクションプランアクションプランアクションプラン�

• .7� 評議会や調達執行官評議会との情報共有を通じて、プ
ラニング、予算、調達、プログラム管理の統合を促進�

• �� 投資管理の基準、方法論、ポリシーに関して一貫性のあ
るアプリケーションを達成�

• 他の .�� 評議会の委員会と協力して、連邦法で規定された
法的要件を ��投資管理プロセスに統合�

• �� 投資に関する意思決定と報告を支援するために使用され
るデータの質、正確性、一貫性などを改善�

• スキルの高い �� 専門家を確保することにより、�� 調達戦略
を改良�

�

■■■■    「「「「�'!��������」委員会」委員会」委員会」委員会�

共同委員長共同委員長共同委員長共同委員長�
:� .�����<�����	（.��、1�2	�����&����	���）�

:� ��6��.�������（1�2�	6�.��、1�2	�����	/���������6）�

����～～～～����会計年会計年会計年会計年
度のゴール度のゴール度のゴール度のゴール�

全市民が、政府により提供される製品、サービス、情報にアクセスで
きること�

アクションプランアクションプランアクションプランアクションプラン�

• 市民が行政サービスにアクセスするための唯一のポータ
ル、「7���	%� ����」を開発�

• 共通のガイドラインや標準を導入することによって、顧客
に対する政府ウェブサイトの価値を高めること�

• 州・地方政府や他国政府を含む政府の全レベルにおいて、
境界のない電子取引の実行�

• デジタル署名、!"� を利用し、市民と政府機関との取引や相
互作用が簡単にかつ適正に認証すること�

• 共通のソフトウェア・インフラストラクチャなどの使用を
通じ、関連機関・グループの連携を確立�

�
�
�

■■■■    「「「「��������������������������
�������� �� ���	��������%��(���� 
」委員会」委員会」委員会」委員会�

共同共同共同共同委員長委員長委員長委員長�
�� <��� ;%&,%'H （ ��� 、 A�"�%��&� ��$%��3"�,.� ��0� ���,��

�0'���."$�"�%�）�

:� !����&�!���%$"�$（���、!��"��%4�"/��A� -）�

����～～～～����会計年会計年会計年会計年
度のゴール度のゴール度のゴール度のゴール�

相互に運営可能で、革新的な全政府を横断する �� イニシアチブの開
発・実践�

��������������������������������������������������������
���%&&� 年 �& 月現在、#"� 評議会の組織再編に伴い、委員会の構成も再編中である。新委員会の詳細は不
明なため、この報告書で紹介する #"�評議会の委員会概要は、%&&�年 �&月以前のものとする。�
���「#"��#�	�
1���/���+
���1�	?��
-��1�!��/�%&&��%&&%」参照。�
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アクションプランアクションプランアクションプランアクションプラン�

• 信頼度の高いポリシー・ガイドラインに基づいた、全政府
を横断する !"�の開発�

• F�<の使用など、標準的な ��アーキテクチャを開発�

• アクセスできる技術の利用を促進し、政府と産業界が �� ア
クセシビリティ・テスト標準の確立に向けて協力できるよ
うなパートナーシップを提携�

• 連邦政府の �� アプリケーションに関する「優良事例」の共
有し、共通のビジネス・プロセスに対して連携�

• 連邦政府における、ノレッジ・マネージメント（"��
������

���������	）の実例を収集・分析し、モデルを開発�

�

■■■■    「「「「)��������%�*��+	����」委員会」委員会」委員会」委員会�

共同委員長共同委員長共同委員長共同委員長�
:� %������!�����（.��、1�2	�����>�����������@�9���1� ���2���	）�

:� ����<��>�99�（'�	����.��、1�2	�����'������	���）�

����～～～～����会計年会計年会計年会計年
度のゴール度のゴール度のゴール度のゴール�

政府機関の使命・任務を達成するための �� スキルと資源の開発・管
理�

アクションプランアクションプランアクションプランアクションプラン�

• 民間企業との提携や、地元高校へのアウトリーチ・プログ
ラムの促進など、一流の �� 労働力を確保するため、連邦政
府の役割を改善�

• 連邦政府職員に対して、効果的な �� 教育やトレーニングの
機会を拡大�

�

■■■■    「「「「�������
��$�����
�����������������	������������$���������」委員会」委員会」委員会」委員会�

共同委員長共同委員長共同委員長共同委員長�
:� 7�����������9���（.��、1�2	�����5	�	�）�

:� <�����.����/��（1�2�	6�.��、1�2	�����<�9��）�

����～～～～����会計年会計年会計年会計年
度のゴール度のゴール度のゴール度のゴール�

顧客が信頼してアクセスできるような、安全な情報インフラストラクチャの
提供�

アクションプランアクションプランアクションプランアクションプラン�

• 情報セキュリティに関する「優良事例」を拡大�

• 連邦政府機関に対して、「�� セキュリティ評価� C������� �」
などのセキュリティ評価に関するフレームワークを開発・
公表�

• セキュリティに関する事故や早期警告情報などの収集、分
析、迅速な周知を行うために、全政府を横断するプロセス
を実行�

• 連邦政府向けに、モデルとなるセキュリティ危機管理プロ
グラムを開発�

• !11)� に基づき、主要インフラストラクチャに関するガイ
ドラインや推奨を確立���

• 政府の電子情報システムにおける個人のプライバシーを保
護�

• ウェブ上の情報サイト、財務取引、調達取引など、共通の
電子サービス向けに、模範となるセキュリティ・プライバ
シー実務を見極め、公表�

• 連邦政府のシステム内にある、市民や企業の情報保護を改
��������������������������������������������������������
����889年 F月、クリントン大統領は、大統領指示事項第 B:号� C�/�-
*�	�
�1����
-
	��
/���
.�� B:D�を発表し
た。この大統領指示事項第 B: 号は、連邦政府の主要インフラストラクチャー保護の推進、セキュリティ
関連プログラムの設置、セキュリティ犯罪対応機関、セキュリティ政策取りまとめ機関などの設置などを
要請するもので、官民の協力体制や情報共有の重要性を全面に押し出したものである。現在の連邦政にお
ける情報セキュリティ対策は、この大統領指示事項 B:号に端を発して実施されているといえる。�
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善するためのポリシーやガイドラインを推奨�

�

�

【電子政府に関する活動】【電子政府に関する活動】【電子政府に関する活動】【電子政府に関する活動】�

��� 評議会における電子政府のイニシアチブは、電子政府委員会が主導している。同委員

会は、���� 年に制定された、「情報技術管理改革法（��4%$'�"�%�� ��,/�%&%#-�����#�'��"�

(�4%$'��,"）」により設置された政府 �� サービス委員会（����：�% �$�'��"� ��4%$'�"�%��

��,/�%&%#-� ��$ �,�.��%�$0）を ���評議会に吸収する形で創設されており、とりわけ最近で

は、、「*�$."�% 」などの市民の行政情報やサービスへのアクセスを改善することや、公

開鍵基盤（�)�）を利用したプライバシー・セキュリティ保護などに力を入れている��。電

子政府委員会では、	

�年 �月には、政府機関を跨る �つのウェブ・ポータルに対して、

合計 �	
万ドルの支援を発表している��。�

�

���評議会の ���6%$54%$,���%''�""��は、���とともに、	

�年 �月、政府機関全体にわ

たるメンタリング・プログラムを発表した。このプログラムの目的は、参加者（政府機

関）に対し、��、財務、調達など、�� に係わるさまざまな分野での経験を得る機会を提供

するもので、参加者は、最長 � 年間、��� 評議会の � つの委員会のいずれかで課題を与え

られる。プログラムの終了後は、�*� 評議会（�/��4� *����,��&� �44�,�$.）や調達執行官評議

会（�$%,3$�'��"� �8�,3"� �.� �%3�,�&）、または、��� 評議会の別の委員会で新たな課題を担

当する。�

�

このプログラムを通じて、政府機関からの参加者は、専門技術を持つ �� 専門家と高度な

�� プロジェクトを共同で行えるため、�� に対する知識・技術を深め視野を広げられるとも

に、ネットワーキングを通じて情報共有を行うことができる。また、クリンガー・コーヘ

ン法にも対応できる知識・技術をもつことになる。一方で、メンターは、相談者のキャリ

ア開発で重要な役割を果たすことが期待されている。�

�

メンタリング・プログラムには、次のようなものがある。�

��������������������������������������������������������
�#��"�� 委員会の任務は、#"� 評議会の任務と重複するものが多いため、%&&& 年 % 月に、#"� 評議会の電
子政府委員会（�1���/	
���.�/	0�	��#00
����）として吸収された。�
���電子政府委員会では、�' の提案を受取ったが、公共の利益に対する潜在性、革新、適用性、参加政府機
関数、実行の容易さ、政府・市民の支援の大きさ、コスト効率性、プライバシー保護といった観点から最
終選考をした。最終的に選出されたのは、（１）��	
/-;+. サービスの拡充、（２）���*�	�-;+. のサー
ビス拡充、（３）住宅都市開発省の「$
/���1� �0�� #�	��/」、（４）低所得者層向けの新ポータル、
（５）子供向け「��4����-」、（６）��
�	��;+. のウェブ検索、（７）��
�	��;+. のデータベース・ブラ
ウズ機能、（８）ボランティア・サービスのポータル、である。�
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• 公的プログラムや企画の �6��分析（�"$��#"/.、6��5��..�.、���%$"3��"��.、
�/$��".）への参加�

• ���評議会の提供する新しいプログラムの開発・実行�

• ��、財務、調達プロジェクトのためのフォーカス・グループの調整�

• プライバシー、セキュリティ分野におけるポリシーの作成�

• ��プロジェクトの方法論を評価するための資本計画と ��管理のパイロット・プロ
ジェクトへの参加�

�

メンタリング・プログラムは、連邦政府の ��労働者の減少に歯止めをかける狙いがあり、

住宅都市開発省の ��� のグロリア・パーカー女史は、「キャリア開発の機会を提供しなけ

れば、�� 担当職員は自分の望む技術を得られるところに行ってしまい、彼らを保持するこ

とができない」と述べている。このような機会を提供することが、今後政府機関において

�� プロジェクト、電子政府プロジェクトを実現していくためには非常に重要となっている。

なお、このプログラムは、	


年の �
月から実際に開始され、およそ 	
の政府機関から

の候補者が参加するとみられている。�

�

その他、電子政府委員会による活動には以下のようなものがある。�

• 郵政局（2�����%."�&���$ �,�.）で処理される市民の住所変更に関して、ノースカロ
ライナ州、ニュージャージー州、アイオワ州、バージニア州、メリーランド州モ
ンゴメリー郡と共同で、政府機関同士で市民の住所変更情報の交換が可能かどう
かテストを行う予定。社会保障局（�%,��&���,3$�"-��0'���."$�"�%�）、内国歳入庁
（��"�$��&�(� ��3����$ �,�）、連邦調達庁（����$�&���$ �,�.��0'���."$�"�%�）も参加
するとみられている。�

• 複数の政府機関や政府レベルを跨る電子学習（��&��$���#）システムを構築するため、
「運輸省バーチャル大学」やその他の政府機関でトレーニングに携わる部署と共
同で、「全国学習センター（A�"�%��&�<��$���#����"�$）」の創設に取組んでいる。�

• 市民、企業、政府機関、地域コミュニティ、学校・大学、非営利団体などへ向けた
電子サービスや情報に関する、	

もの電子政府の成功事例を紹介するウェブサイ
トを作成。�
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（２）���に関する現状と分析�

�

□むずかしい ���確保�

米国では、���� 年に制定された「情報技術管理改革法（または、クリンガー・コーヘン

法）」（�/����4%$'�"�%����,/�%&%#-�����#�'��"�(�4%$'��,"�%4�����G�%$�>�&��#�$��%/����,"@）

によって、主要な連邦各省庁に ���職を置くことが定められた。以来、各省庁では ���職

を任命してきているが、現在でも連邦政府の ��� 職の任命・確保は容易ではなく、また短

命でもある。クリンガー・コーヘン法制の定後に任命された ���のうち約半分は �年以内

に辞めているという。�

�

���の確保が困難な主な理由として以下の 	点が挙げられる。�

①法律による ���職の給料の上限�

米国には、議員に支払われる給料以上の額を上級公務員（����%$� �8�,3"� �� ��$ �,�.）の給

料として支払ってはいけないという規定があり、そのため、現在の ��� 職の給料は、昇給

やボーナス、ストックオプションなどと総合して比較すると、民間部門に比べ格段に低く、

まったく魅力的ではないものとなっている。議員レベルの給料を支払われている ��� でも、

年俸 ��万 �G


ドル以上受けとっている人はいない。それに比して、大企業の ���は通常

少なくとも年俸 	�万ドルの給料と業績ベースのボーナスを受けとっている。法律による給

料上限の規制を取り除こうとする法案が出されているが、その法案はまだ成立していない。

もっと民間から ��� を登用したいと連邦政府は考えているが、上記のような事情から、な

かなか人材を登用できない状態にある。�

�

②�高度な政治的交渉力が必須�

��� は、�� 関連予算を確保する腕が要求される。これには、省内における高度な政治的交

渉力が欠かせない。こうした交渉力が要求されるのも、��� 確保をむずかしくしている一

因となっている。�

�

��� に要求される予算獲得などのための政治的交渉力に加え、��� が果たすべき役割りが

不明瞭であるのも、���確保を阻む要因である。担当省庁全体の ��プランを描き全体の予

算を監督する立場にある ��� 職もあるが、予算確保後にそれをどう活用していくかは各プ

ロジェクト・マネジャーに権限があり、��� として直接監督できないケースもある。こう

した面倒くさい状況にある ��� 職は民間経験者にとっては魅力的ではなく、民間からの人

材はなかなか見つけることができない。�

�
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□���職の背景の特徴�

��� 職についた人々の職歴は、さまざまである。主要な連邦 	� 省庁の ��� 職のうち、��

省庁がすでに ���職（���代理および ���次官も含む）を置いている。残りの省庁は、い

まだに ���職が埋まっていない。�

�

���職の背景の特徴は、以下の通りである。�

�

①大多数が省庁内からの登用�

���職（���代理および ���次官も含む）の背景を見てみると、次の パターンに分類で

きる。�

• 省庁内から登用。民間経験なし�

• 省庁内から登用。民間経験あり�

• 民間から登用。政府部門の経験なし�

• 民間から登用。政府部門の経験あり�

�

現在の ���職は、�分の 	（	�人中 �人）がパターン①または②の背景である。残り �分

の �（	� 人中 � 人）が民間からの登用だが、ほとんどの人が政府部門で働いた経験を持っ

ている。�

�

②��関連部門の経験者�

省庁内登用、民間登用を問わず、ほとんどの ��� が �� 関連または技術分野のポジション

の経験がある。財務省 ���の ��'� *&-1�5氏は、��年間連邦政府シークレット・サービスの

�� ポジションに勤務した。農務省 ��� の �$��;%HH. 氏は、農務省の情報システムおよび通

信部門や、オペレーションズのディレクターを務めた。そのほか、商務省の高性能コンピ

ューティング・通信プロジェクト ��� 経験者、国防総省でのテレコミュニケーションおよ

びコマンド・コントロール・システム経験者など、�� および関連分野における経験の深い

背景を持つ人たちである。�

�

③行政改革または調達分野に造詣が深い�

たとえば、���評議会の副議長を務める、��'� *&-1�5氏（財務省 ���）は、ゴア大統領が設

置した行政改革のためのグループ「国家業績評価（A�(+�A�"�%�����$4%$'��,��(� ��D）」の

インフォメーション・テクノロジー・チームのリーダーであった。また、海軍の ��� であ

る !����&� �%"�$ 氏は、海軍の調達を担当してきており、��� 年から ���� 年にかけては

A� -��,J3�.�"�%��(�4%$'��8�,3"� �として、海軍の調達改革を手掛けた。�

�
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④多岐に渡る民間部門からの登用�

���、�%$���#��&�..、�(6、��'��6�$��$、*�0�8など、多岐に渡る民間部門から ���に登

用されている。�

�

⑤軍関係からの ����

商務省の ���次官になった )$���;%#��氏は、国防総称の ��問題担当として ��年間勤務後、

商務省に異動した。教育省 ���である �$��#� <3�#�$"氏は、海軍出身である。海軍士官のと

きに、情報システムを担当し、海軍で最初の ���士官を創設した人物でもある。�

�

□民間から ���を登用した場合の制限事項�

政府倫理局（�44�,�� %4� �% �$�'��"� �"/�,.）によれば、民間から政府職員になった者は、以

下の規制を受けているという��。�

• 民間企業から連邦政府職員になった者は、政府職員になって �年間は、直前に勤め
ていた雇用主（企業）のビジネスに関するいかなる意思決定にも参加してはなら
ない。�年間は前雇用主（企業）との関係を維持しているものとみなされ、したが
ってビジネスに関する意思決定を行った場合その判断にバイアスがかかると考え
られるためである。�

• 民間企業から連邦政府職員になった者は、政府職員になって �年後は、もしその職
員が以前勤務していた企業のいかなる株式も保持していない場合に限り、ビジネ
スに関する意思決定に参加できる。しかし、もしその連邦職員またはその職員の
家族がその意思決定の結果から利益を得る場合は、その連邦職員はその意思決定
に参加してはならない。�

�

つまり、民間から連邦政府職員になって � 年以内は、元勤めていた企業のビジネスに関す

るどのような決定についても関与してはならず、また、� 年経った後でも、そのビジネス

の決定から何らかの利益が得られるような場合はその決定に参加してはならない、という

倫理規定である。�

�

□結論�

米国の連邦省庁 ���は、��関連分野に関する十分は知識があり、かつ、政府内における業

務プロセスにも通じている人が選ばれている。�

��������������������������������������������������������
�� ��
�1�� F���*0
	
-�/��
.�� ��/-		�1� �� #������� J$"�����"#�� ��� ��$�������� ���"#�� �� ����� %B:F��

���������� ��� ���"#��� #��� #�� ���� �����!���� ��� ���� �J�# �"$�� ����#��� %B:F;F&% �
��/-	�1��	*�=�-
	�--�/�1��
	-�
4-�
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以下の表は、連邦各省庁 ���の背景とプロフィールを整理したものである。�

�

図表�	� 連邦各省庁の ���プロフィール�

�
▼省庁 ○…省庁内登用の #"�。民間経験なし�
    ●…省庁内登用。民間経験あり�
▼民間 ○…民間登用の #"�。政府部門の経験なし�
    ●…民間登用。政府部門の経験あり�

背 景�省庁名� 氏名・役職名 

省
庁�

民
間�

プロフィール�

財務省�

1�2��	���	�

���	/��

�������6�

A���7�6B��*�

.���
○� �

• �, 年間、財務省内の連邦政府シークレット･サ
ービスのいくつかの ��ポジションで働く�

• 「 国 家 業 績 評 価 （ ��	������ !�����������

(� ��
）」のインフォメーション・テクノロジ
ーのチームリーダーも努める�

• �##$年、.���.�������の副議長となる�

農務省�

1�2��	���	�

���

'������	����

����>�99�*�

1�2�	6�.���

����'�	����

.���

○� �
• �#-$ 年、!�������	���� ���������	� ��	����として
農務省で働きはじめる�

• �#$#:�##+ 年、農務省の動植物健康検査サービ
ス（'!>�5�� '������ ���� !���	� >���	/� ���2��	����

5�� ���）の情報システムおよび通信部門のディ
レクター�

• �##+:�##- 年、農務省のオペレーションズ・デ
ィレクター�

• �##- 年、�������	���� (��������� ���������	 の
1�2�	6�.��に就任�

商務省�

1�2��	���	�

���

.��������

����!6��*�

'�	����.���
○� �

• 商務省標準局（��	����������������5	�������）で
連邦政府の仕事を開始�

• �#$) 年、商務省海洋大気局（��''�� ��	������

�������� ���� '	���2/����� '������	��	���）勤務、
高性能コンピューティング・通信（>!..��>��/�

!����������� .��2�	���� ���� .��������	���）プ
ロジェクトの .��およびディレクターを務める�

• その後、商務省の ��マネジャーとして ��年以
上務める�
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商務省� "�����>����*�

1�2�	6�.���
○� �

• 国防総省（1�2��	���	� ��� 1������）の ��問題担
当として �-年間勤務�

• 国防総省を去ったあと、�##, 年に商務省特許
商標局のコンピューターおよびテレコミュニケ
ーション運営の管理者（ '������	��	��� ����

.��2�	��������������������	������2���	����）に
就任�

• その後、商務省国勢調査部に移動、��のアソシ
エート・ディレクター兼 .��となる�

• �### 年、商務省ディジタル・デパートメン
ト・イニシアティブのリーダーシップをとる�

• ���年 $月、商務省の .��次官となる�

国防総省�

1�2��	���	�

���1�������

A�/��5	��9�	*�

.���

� ●�
• �#)$ 年、航空宇宙、自動車、情報システムに
先進的な製品とサービスを提供するグローバル
企業 �(� に参加、衛星調査しシステムのプラ
ンニングと分析に携わる�

• �#-�:�#-- 年、国防総省でテレコミュニケーシ
ョンおよびコマンド・コントロールシステムの
仕事を行う�

• 国防総省勤務後、�(�と '����2���� .��2���	���

で働く。この期間、�����	����� �� ����6� 9����� の
ポジションを通じ、連邦省庁の衛星に関するニ
ーズのために省庁と密接な関係をたもって働
く。それ以前、.��	������	���������のディレクタ
ーに対する 5������� ���� ���/�����6� '� ����6�

!���� の 議 長 を 務 め る 。 同 時 に 、 �� ���

��	���������� ���� 	/�� 1������� .��������	�����

'����6に対する 5������� '� ����6� %���2のメン
バーでもあった。�

• さ ら に 、 連 邦 航 空 局 （ 7������� ' ��	����

'������	��	���� '������	��	��� ） の 局 長
（'������	��	��）のための (������/*� &�����������

����1� ���2���	�'� ����6�.����		��の議長も務
め た 。 ま た 、 1������� 5������� �����*� �� 6�

5	������ �����*� ��	������ (������/� .�������

�������	�����������のメンバーでもあった。�

国防総省� �������	�

�6���*�1�2�	6�

.���

○� �
• �#-):�##,年、陸軍省（@5�'��6）に勤務�

• �##, 年、国防総省に移動。指令、管制、通
信、諜報部門で働く（ .������*� .��	���*�

.��������	�����������	���������）�

• ���年 月、国防総省の .��次官となる�
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教育省�

1�2��	���	�

���

&�����	����

.�����<�����	*�

.���
●
若
干�

�
• �� ���!��	������	��5�/����の���	������5������� ���

���������	��������	����56�	���卒業。�

• �� ���'���56�	����.������の .���

• 前海軍士官およびパイロット。海軍士官のとき
に、海軍のグローバル・ビジネス・情報システ
ム・イニシアティブのプログラム・マネジャー
を担当。また、ペンタゴンとワシントン地域の
海軍の情報システム・インフラストラクチャの
.��でもあった。彼は、海軍に最初の .��士官
を創設した。�

• A��	� ��������*� ����� の .��（./���� ���/�����6�

�������）を務める�

• �###年 #月、教育省の .��に就任�

エネルギー
省�

1�2��	���	�

���&����6�

<�����.���	��*�

'�	����.���
○� �

• 司法省司法管理部門のコンピューター・サービ
ス・スタッフ課長補佐（1�2�	6� 1����	��� ��� 	/��

.��2�	���5�� �����5	�������	/��A��	�������������	�

1� �������	�	/��1�2��	���	����A��	���）�

• ��� 年 �� 月、エネルギー省のオペレーション
部門のアソシエイト .��に就任�

• 現在、エネルギー省の '�	����.���

保健・福祉
省�

1�2��	���	�

���>���	/�

����>�����

5�� �����

�����������*�

.���
○� �

• 国税庁（�(5�� ��	������ (� ����� 5�� ���）でテレ
コミュニケーションのプロジェクト・ディレク
ターとして勤務�

• �##- 年 $ 月、保健・福祉省の .�� 次官に就任
（1�2�	6�.��）�

住宅・土地
開発省�

1�2��	���	�

���>�������

����@�9���

1� ���2���

	�

%������!�����*�

.���

� ●�
• ���に �-年間勤務�

• ���勤務後、コンサルティング会社を設立�

• その後、ヘルスケアのマネジメントと技術のコ
ンサルティング会社である ������� .��2���	����

に参加�

• 教育省の最初のインフォメーション・リソー
ス・マネジメントのディレクターに就任、後に
.��次官となる�

• �##$年 +月、住宅・土地開発省の .��就任�

住宅・土地
開発省�

�

.����6��

.�������*�

'�	����1�2�	6�

.����������

�2���	����

� ●�
• .������� %���� で自動データ・プロセッシング・
サポート・サービスのコーディネーター�

• �#$) 年、住宅・土地開発省。コミュニティ・
プランニングと開発のためのデータ・システ
ム・コーディネーターを努める�

• �###年 -月、住宅・土地開発省情報テクノロジ
ー・オフィスにディレクターとして異動�
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国務省�

1�2��	���	�

���5	�	��

7��������

���9���*�.���

� ●�
• �#$-:�##�年、民間と政府部門双方の職につく�

• �##�:�##� 年、!����� .��2� の情報リソース・マ
ネジメント課長。同じくこの時期、'� �����

���������	� ���のテクニカル・サービス部門の
バイス・プレジデント�

• �##�:�##$ 年、国立医学図書館（ ��	������

<�9���6������������）のコンピューターと通信課
長および情報システム課長�

• �##$年 ,月、国務省の .��就任�

海軍�

�� 6�

1������!�	��*�

.���
○� �

• �#-�年、海軍。調達の経験豊富。�

• �##+:�##$年、�� 6�'�D����	����(������&?���	� ��

国家航空宇
宙局�

�'5'�

<���>�����9*�

.���
○� �

• �'5' のジェット推進ラボのシニア・エンジニ
ア、航空宇宙輸送事業の �� 戦略ディレクター
を経て、�##-年 ��月から �'5'の .���

�'5'� '������������*�

1�2�	6�.���

����

���������	�

����'5'�

●� �
• !�������	���� .��������� のメンバーとして、民
間部門のベスト・プラクティスがどのように連
邦政府に応用できるか検証�

• その後、���B�'���������>����	��で勤務�

• �'5'勤務、さまざまなイニシアティブに従事�

労働省�

1�2��	���	�

���<�9���

!�	�����

!�BB����*�.���

� ●�
• �#$,:�#$)年、@�5��5��������������'������	��	���

の ��	���� ������	��� ���� (�������� '������ ディレ
クター�

• �#$):�#$# 年、教育省マネジメント・サービス
局長、�#$$ 年にレーガン大統領により 1�2�	6�

@�����5����	��6��������������	に指名される�

• �##,:�##, 年、7������� >������� ����� の ./����

'������	��	� ����������

• �##):���年、法律会社の !���	���%�	���&���������

(�� ����������勤務�

• ���年、���/�./���6�������	��������に参加�

• ./�������5	���の �!�ディレクターになる�

• 労働省�
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空軍�

'���7�����

<�
������

1����6�*�.��

兼調達エグゼ
キュティブ
3'�D����	����

&?���	� �4�

●� �
• �#)�年 ���	�	�	������1�������'���6����の研究員�

• �#)�:�#)$年、'����2���� .��2の ��	�����	����	���

������	�����������������勤務�

• �#)$:�#-,年、���	��������		�勤務�

• �#$�:�#$# 年、 5'�. の ����	��6� 5�������� ����

�������	����56�	����5��	��勤務�

• �#$#:�##+年、���	�����6�����'������	��のディ
レクター�

• �##+:�##- 年 、 �1�� ��	����	����� の
&� �������	��� ���� ���������	� 56�	����のバイ
ス・プレジデント�

• �##-:�###年、1�����6�����2のプレジデント�

• 空軍�

国立標準技
術研究所�

��5��

��������

��/����*�.���

�����5������

1����	������	/��

�������	����

���/�����6�

<�9�

○� �
• �5'の (81ディレクター�

• �##,:�### 年、 ��'' の 56�	��� '�D����	����

�������のディレクター�

�

���������

�������B�	�

���

A�/��(����*�

.�������

1�2�	6�

.������������

� ○�
• �����������の ��担当バイス・プレジデント�

• �� 年間、大手コンサルティング会社の ���B�

'����� ���� >����	�� の �� プラクティスのマネー
ジング・パートナー�

• �� コンサルティング会社の A�/�� (����� ����

'������	��社長�

復員軍人省�

1�2��	���	�

���C�	������

'�������

A�/��%����*�

.���
○� �

• 52���� ���� �� ��� �������� 56�	���� .������（海
軍）の少将職を退職�

• ���年 -月、復員軍人省の .��就任�

特許庁�

@5!���

1����

���������*�

.���

� ○�
• �##+:��� 年、7��&? のエグゼキュティブ。地
域銀行持株会社である 7���	�.��������.��2と、
'������ 5������ '����2���� .� の職にも就いてい
た。�

• ���年 -月、特許庁の .��に就任�

�
�
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５．連邦調達庁（�������"���	
���#��	�	����	��）�

連邦調達庁（����$�&� ��$ �,�.��0'���."$�"�%�）は、政府機関のための物品・サービスを調達

する任務を負う。とりわけ電子政府に関しては、���などと協力しながら、安全な電子取

引を確保するための技術的な後方支援として、�)� などの技術インフラストラクチャの整

備を行っている。�

�

【概 要】�

連邦調達庁（����$�&� ��$ �,�.��0'���."$�"�%�）は、���年のトルーマン政

権時の第 �� 議会で制定された「連邦資産管理サービス法（*�0�$�&�

�$%��$"-� ��0� �0'���."$�"� �� ��$ �,�.� �,"）」により設置され、連邦政府機

関に対してさまざまな物品調達や人事サービスを提供することとなった。

連邦政府機関に対して、職場スペース、事務備品（オフィス家具、電話、コンピュータな

ど）、サービス（出張手配、連邦施設の管理・運営、ビルメンテナンスなど）、技術、ポ

リシーなどを、適正なコストで提供することを任務としている。���は、ワシントン !���

に本拠を構えており、ボストン、ニューヨーク、フィラディフィア、アトランタ、シカゴ、

カンザスシティ、フォートワース、デンバー、サンフランシスコ、オーバーンなどに地域

事務所をもっている。職員数は、�万 ､


人で、年間 ��
億ドルの予算を持つ。�

�

����年には、ゴア副大統領の推進する国家業績評価（A�(：A�"�%��&���$4%$'��,��(� ��D）

における提案に応えるかたちで、全政府規模政策局（�44�,�� %4� �% �$�'��"D�0�� �%&�,-）が

設置された。これは、��� の従来のサービス提供機能から、政策立案機能を切り離したも

のであり、法令�などにより ��� が担当することになった分野におけるポリシーやガイド

ラインを策定し、���全体の戦略を支援し、���の政府機関を横断する活動を補強する狙

いがある。�

�

���は、政府の全調達額の 分の �にあたる約 ��
億ドルの連邦支出に係わっている。ま

た、�､�

 以上の政府所有建築物、�� 万の連邦車両、� 億ドルを越える情報技術プログラ

ムや備品を含む、およそ �


億ドルの価値を伴う連邦資産の管理・運営に影響をもってい

る。�



���
���

�

���では、次に挙げるようなゴールを設定している��。�

�
�
�
�
�

�
�
�
�
�

図表�	� ���の組織構成�
�

�

�

�

【電子政府に関する活動】【電子政府に関する活動】【電子政府に関する活動】【電子政府に関する活動】�

���の電子政府室（�44�,��%4��&�,"$%��,��% �$�'��"）は、もともと電子商取引室（�44�,��%4�

�&�,"$%��,� �%''�$,�）と呼ばれており、オンラインでの行政サービスやインターネットの

普及に応えるかたちで、現在、��� における電子政府イニシアチブを担当している。電子

政府室は全政府規模政策規模政策局の中にあり、電子政府戦略開発部（�&�,"$%��,�

��������������������������������������������������������
���「 ;�;���	�/�1���/.
����*0
	
-�/��
	���/���+
���1�	」（%&&&年 8月 :&日）参照。�

ゴール１： 連邦資産の管理・保存を徹底�

ゴール２： 効率的、経済的に連邦政府機関に物品を提供�

ゴール３： 創造性、利便性のある顧客サービスを提供�

ゴール４： 連邦法規制を遵守したサービスを提供�

ゴール５： 未来の連邦政府労働環境を予見�

�!��
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出典：���の資料を元に作成�
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�% �$�'��"� �"$�"�#-� ��0� !� �&%�'��"� !� �.�%�）、電子ビジネス技術部（�&�,"$%��,� �3.���..�

��,/�%&%#��.�!� �.�%�）、電子調達システム部（�&�,"$%��,��,J3�.�"�%���-."�'.�!� �.�%�）の �

つからなっている。�

① 電子政府戦略開発部：電子商取引に関連する全政府に跨る問題に対処するための共

通の政策や任務を見極めるために、���や他の連邦政府機関と協力する�

② 電子ビジネス技術部：連邦政府機関と他国政府、国内州･地方政府、また、市民、

企業との間の電子的なアクセスや相互作用の必要性に対応するためのパートナーシ

ップや共通のアプローチを確立するために、���や他の連邦政府機関と協力する�

③ 電子調達システム部：全政府に跨る調達ポリシー、優良事例、情報、運用ツールの

情報源である、調達改革ネットワーク（�(A�"+� �,J3�.�"�%�� (�4%$'� A�"D%$5）の管

理・運営を行う�

�

実際には、さまざまな政府機関と密接に協力しながら、次のような電子政府に係わる活動

を行っている。�

• 連邦 �)�運営委員会（*�0�$�&��3H&�,�)�-���4$�."$3,"3$��（*�)�）�"��$��#��%''�""��）、
*�)�ビジネス・ワーキング・グループ（*�)���3.���..�6%$5��#��$%3�）、電子サー
ビス・アクセス認証検証委員会（�,,�..���$"�4�,�"�.�4%$��&�,"$%��,���$ �,�.�

（����）(� ��D��%�$0）
	、����産業パートナー諮問委員会（�������03."$-�

��$"��$.��0 �.%$-��%�$0）と協力して、市民に電子証明を提供し、市民によるオン
ライン・サービスの利用を支援。�

• スマートカード・プロジェクト・マネージャーズ・ミーティング（�'�$"���$0�

�$%L�,"�����#�$.����"��#）を通じて、スマートカードの利用を促進。�

• B�<ワーキング・グループ（B�<�6%$5��#��$%3�）を通じて、連邦政府における
B�<（�8"��.�H&����$53��<��#3�#�）使用の標準化を促進
�。�

�

このほか電子政府室では、電子助成金、電子政府専門家の養成、電子署名、���� などに

関して、政府機関に対するポリシー、ガイダンス、支援を提供している。�

��������������������������������������������������������
����#��（����--� #�/�
,
����� ,/� �1���/	
�� ��/.
��-）は、��� が推進しているプロジェクトであり、認証局
が市民や企業といったユーザーを認証し、この認証の仕組みを利用して個人や企業は政府機関に電子申請
を行ったり、政府機関が保有する情報記録へのアクセスをすることができる。また �#��では、認証局を、
市民からの電子証明書の発行登録を受ける登録局と、電子証明書の発行と証明書の法的効力の確認を行う
発行局に分離している。�
��������を使った汎用性のあるインターネット共通のデータ表現フォーマット。�
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